
 

☆生物多様性関係  

＊遺伝子組換えワタの第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集（パ 

ブリックコメント）について 

  農林水産省は、遺伝子組換え農作物の隔離ほ場での栽培に関する承認申請（ワタ1件）を受け、生物多様 

性影響評価を行いました。 

学識経験者からは、生物多様性への影響がある可能性はないとの意見を得ました。これらの結果に基づいて 

生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました。 

この審査結果について、国民の皆様からのご意見をいただくため、平成24年1月17日（火曜日）から平成24年 

2月15日（水曜日）までの間、パブリックコメントを実施します。 

1．背景 

（1）遺伝子組換え農作物の安全性評価 

  遺伝子組換え農作物は、食品としての安全性（厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課が担当）、 

飼料としての安全性（農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課が担当）、栽培等を行う場合の環境へ 

の影響（生物多様性への影響、農林水産省消費・安全局農産安全管理課、農林水産技術会議事務局技術 

政策課及び環境省自然環境局野生生物課が担当）に関し、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行って 

います。 

 （2）遺伝子組換え農作物の生物多様性に対する影響評価 

 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に影響を与えないよう、「カルタヘ 

ナ法（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））」に基づき評価を行っています。 

 野外で栽培等を行う「第一種使用等」については、農作物の場合、(ア)試験的に使用する「隔離ほ場 

での栽培」、(イ)食用・飼料用としての輸入、流通、使用、栽培などの「一般使用」、に大別されます。 

こうした第一種使用等を行う者はその使用等に関する規程（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。  

 （3）審査及び審査報告書 

 農林水産省は、遺伝子組換え農作物の審査・管理の能力や透明性及び科学的一貫性を向上させるため、 

審査・管理の標準的な手順をまとめた「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審査・管理に係る 

標準手順書」（平成22 年8 月31 日公表。以下「標準手順書」といいます。）を公表しました。  

（標準手順書） http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/sop/index.html 

遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請の審査の結果等については、標準手順書に基づき、審 

査の結論、審査の概要等から成る、より分かりやすく科学的な審査報告書としてまとめます。 

（4）今回の申請 

今回、下表の作物について、カルタヘナ法に基づき第一種使用規程の承認を受けるための申請がありま 

した。  

(ア)隔離ほ場での栽培についての申請 

作物名 新たに付与された形質   開発者による識別番号（区別のための名称）  申請者 

ワタ  除草剤ジカンバ耐性      MON９９７０１        日本モンサント株式会社 

    除草剤グルホシネート耐性 

(イ)一般使用についての申請 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/sop/index.html


今回は、ありません。 

（5）本件に関する審査 

 この審査に当たっては、カルタヘナ法、標準手順書等に基づき、生物多様性影響評価を行いました。 

学識経験者からは、承認申請のあった第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様性への影響が 

ある可能性はないとの意見を得ました。  

生物多様性影響評価検討会総合検討会の議事録等については、こちらからご覧ください。 

・ 平成23年12月1日開催  

http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/111201/sidai_111201.htm  

・これらの結果に基づいて生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました（資料）。  

この資料については、ホームページ上（電子政府の総合窓口（e-Gov））にて掲載しております。こちら 

からご覧ください。  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001468&Mode=0 

また、この資料は、農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課においても配布しております。  

2．意見・情報の募集 

 この遺伝子組換え農作物の第一種使用等に関する審査結果について、生物多様性影響に関して国民の 

皆様からご意見を募集します。 

（1）期限 

平成24年2月15日（水曜日）（郵便の場合は当日までに必着のこと） 

（2）提出方法 

次の(ア)から(ウ)までのいずれかの方法でお願いします。 

(ア)インターネットによる提出の場合 

以下のアドレス（電子政府の総合窓口（e-Gov））に掲載しております「意見公募要領」のPDFファイル 

より送信可能です。  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001468&Mode=0 

(イ)郵便による提出の場合 

宛先：〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関1－2－1  

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 組換え体企画班 河野 宛て 

(ウ)ファクシミリによる提出の場合 

宛先の番号：03－3580－8592 

（3）提出に当たっての留意事項 

・ 提出の意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年令・職業を、法人は法 

人名・所在地を記載してください。 

・なお、提出いただいた個人情報については、お問い合わせの回答や確認のご連絡に利用しますが、個 

人や法人を特定できる情報を除き、公表する場合もありますのでご了承願います。  

・郵送の場合には、封筒表面に「遺伝子組換えワタの第一種使用等に関する審査結果についての意見・ 

情報の募集」と朱書きいただきますよう、また、ファクシミリでお送りいただく場合は、表題を同じ 

くしていただきますようお願いします。  

・なお、電話での意見・情報はお受けしませんのでご了承願います。また、いただいたご意見に対する 

個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。  

・意見・情報の募集は、環境省においても同時に実施されております。意見・情報は農林水産省又は環 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/111201/sidai_111201.htm
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/111201/sidai_111201.htm
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001468&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001468&Mode=0


境省のいずれかに提出いただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ意見を両省 

に提出していただく必要はありません。  

3．今後の対応 

 農林水産省及び環境省では、今後、ご提出いただいた意見・情報を考慮した上で、本件の承認を判断 

することとしております。 

参考 

（1）カルタヘナ法に基づく第一種使用規程が承認された遺伝子組換え農作物一覧（作物別、承認順） 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_list/pdf/list02_20111201.pdf（PDF：67KB）   

（2）学識経験者名簿 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/1meibo.pdf(PDF：138KB)  

（3）遺伝子組換え農作物の使用等に関連する制度 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/other_institution.pdf(PDF：11KB)  

 

担当：農林水産省消費・安全局農産安全管理課 高島、河野 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/120117.html 

 

 

＊国連生物多様性の10年「グリーンウェイブ2012」の実施について 

 農林水産省、国土交通省及び環境省は、平成24年3月1日（木曜日）より6月15日（金曜日）までの期間、 

「グリーンウェイブ2012」への参加と協力を広く国内に呼び掛けます。 

    また、平成24年1月23日（月曜日）に、参加・協力団体（予定）を始め、関係者により港区立エコプラザ 

において「グリーンウェイブ2012」キックオフ・フォーラムが開催されます。 

 1. 「グリーンウェイブ2012」について 

  （1）趣旨 

   生物多様性条約事務局は、国連が定める「国際生物多様性の日」（5月22日）に世界各地の子どもたち 

が学校や地域などで植樹等を行う「グリーンウェイブ」の実施を呼び掛けています。また、国連は2011 

年から2020年までの10年間を「国連生物多様性の10年」と定めています。植樹を通じて自然と親しむこ 

とは生物多様性に関する意識の向上につながります。 

   農林水産省、国土交通省及び環境省は、これに応じ、以下のとおり「グリーンウェイブ2012」への参 

加を促すとともに、社会に生物多様性に関する理解が浸透するように、植樹をきっかけとした生物多様 

性の広報、教育、普及啓発を推進します。 

  （2）実施期間  

    平成24年3月1日（木曜日）から6月15日（金曜日） 

  （3）主唱 

    農林水産省、国土交通省、環境省 

  （4）参加団体等 

    学校等教育機関、青少年団体、NGO/NPO、企業等民間団体、関係公益法人、関係国際機関、地方公共団 

体、関係省庁    等 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_list/pdf/list02_20111201.pdf
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/1meibo.pdf
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/other_institution.pdf


  （5）実施内容 

1. 植樹等のグリーンウェイブ活動の計画及び実施  

2. グリーンウェイブ2012ホームページへの登録及び結果報告  

2. 参加団体の募集について 

    グリーンウェイブ2012の実施にあたり、植樹等のグリーンウェイブ活動を自ら計画及び実施していた 

だける、またはグリーンウェイブ行事を主催し、参加者を募集して植樹等の活動を実施していただける、 

学校等の教育機関、青少年団体、NPO、企業、関係機関等の団体（参加団体）の募集を「グリーンウェイ 

ブ2012」ホームページで予定しております。 

    「グリーンウェイブ2012」ホームページ      http://greenwave.go.jp/       （2月下旬頃公開予定） 

3. 協力団体の募集について 

    グリーンウェイブ2012の実施にあたり、次のような事項について御協力いただける団体（協力団体） 

を募集します。 

協力団体は上記「グリーンウェイブ2012」ホームページで紹介する予定です。御協力いただける団体の 

方は、お問い合わせ先までご連絡ください。 

（協力内容の例） 

   苗木等の提供、植樹場所の提供、植樹等の技術指導、地域の樹木や植生等に関する情報の提供、出前講 

座の実施、関係団体や関係機関に植樹等の活動実施の呼び掛け、広報など、植樹等活動への支援 

（お問い合わせ先） 

   環境省 自然環境局 自然環境計画課 生物多様性施策推進室（担当：尾上） 

   TEL      03-3581-3351（内 6838） 

   電子メール      NBSAP@env.go.jp 

   FAX      03-3591-3228（FAXの場合には、念のため電話で御一報ください。） 

http://greenwave.go.jp/
mailto:NBSAP@env.go.jp


（現在予定されている協力団体（敬称略、五十音順）） 

(ア)団体名：公益財団法人 オイスカ 

    協力内容：植樹等の活動実施の呼び掛け、広報、国際連携 

    連絡先：東京都 杉並区 和泉2-17-5 

                   電話    03-3322-5161    電子メールアドレス    oisca@oisca.org 

(イ)団体名：公益社団法人 国土緑化推進機構 

    協力内容：関係団体や関係機関に植樹等の活動実施の呼び掛け、広報 

    連絡先：東京都 千代田区 平河町2-7-4      砂防会館 別館5階 

                   電話    03-3262-8451 

(ウ)団体名：公益財団法人 森林文化協会 

    協力内容：植樹等の活動実施の呼び掛け、広報 

    連絡先：東京都 中央区 築地5-3-2 

                   電話    03-5540-7686    電子メールアドレス    info@shinrinbunka.com 

(エ)団体名：「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会 

    協力内容：植樹等の活動実施の呼び掛け、広報、ネットワークづくり 

    連絡先：東京都 杉並区 和泉2-17-5      公益財団法人 オイスカ内 

                   電話    03-3322-5163    電子メールアドレス    greenwavenet.com@gmail.com 

(オ)団体名：一般財団法人 セブン-イレブン記念財団 

    協力内容：苗木の提供 

    連絡先：東京都 千代田区 二番町8-8 

                   電話    03-6238-3872    電子メールアドレス    greenwave@7midori.org 

(カ)団体名：社団法人 日本植木協会 

    協力内容：学校、公益団体、民間の非営利活動団体等の団体を対象とした苗木の提供 

    連絡先：東京都 港区 赤坂6-4-22      三沖ビル3階 

                   電話    03-3586-7361    電子メールアドレス    kinenju@ueki.or.jp  

4. 「グリーンウェイブ2012」キックオフ・フォーラムについて 

        港区立エコプラザにおいて「グリーンウェイブ2012」キックオフ・フォーラムが開催されます。 

            日時：平成24年1月23日（月曜日）      13時30分～17時45分 

            場所：港区立エコプラザ（〒105-0013      東京都 港区 浜松町1-13-1） 

            主催：「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会 

      ※参加申込方法等、詳細につきましては別添「「グリーンウェイブ2012」キックオフ・フォーラムに 

ついて」を御参照ください。 

  ＜参考＞ 

  1. 国際生物多様性の10年について 

      国連は、世界的に生物多様性の損失に歯止めがかからない現状を踏まえ、2011年から2020年までの10 

年間を「国連生物多様性の10年（United Nations Decade on Biodiversity）」とすることを決定しま 

mailto:oisca@oisca.org
mailto:oisca@oisca.org
mailto:oisca@oisca.org
mailto:oisca@oisca.org
mailto:oisca@oisca.org


した。 

      国連生物多様性の10年の目的は、国際生物多様性年（2010年）の成果を踏まえて、 

      ・生物多様性に関する普及啓発を進めること 

      ・生物多様性に関する2011-2020年の戦略計画（愛知目標）実施のための支援体制を提供すること 

 などです。 

  2. 生物多様性条約ホームページ（英語） 

      グリーンウェイブについて      http://greenwave.cbd.int/ja/node/2 

 

担当：林野庁 森林整備部研究・保全課 森林保全推進室担当者 伊藤（香）、岸田 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/hozen/120118.html 

 

 

＊遺伝子組換えワタの第一種使用等に関する承認に先立っての意見・情報の募集（パブ 

リックコメント）について 

 今般、「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。以下「カルタヘナ法」という。）に基づき、ワタの遺伝子組換え農作物について、隔離 

ほ場に関する承認を受けるための申請がありました。この承認に先立って国民の皆様からの御意見を募 

集するため、平成２４年１月１７日（火）から２月１５日（水）までの間、パブリックコメントを実施 

します。  

１．カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について  

 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かどうか事 

前に評価することとなっています。 

具体的には、カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え農作物のほ場での栽培など、環境中への拡散 

を防止せずに使用する場合（第一種使用等）、使用等する者は、使用方法などに関する規程（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、事前に承認を受ける必要があり 

ます。  

 なお、食品としての安全性（厚生労働省が担当）、飼料としての安全性（農林水産省畜水産安 

全管理課が担当）に関しては、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行っています。  

２．意見募集について  

 今般、カルタヘナ法に基づき、以下の遺伝子組換え生物の第一種使用規程の承認申請があり、 

生物多様性影響に関して学識経験者から意見を聴取しました。この結果、申請に係る遺伝子組換 

え生物を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認 

められたことから、主務大臣である農林水産大臣及び環境大臣が承認することを予定しています。 

つきましては、これらの申請を承認することについて、広く国民の皆様から御意見を募集します。  

 御意見のある方は下記の「３.意見募集要項」に沿って御提出ください。  

 なお、この意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております。御意見は環境省又 

は農林水産省のいずれかに提出していただければ、両省において考慮されることとなりますので、 

同じ御意見を２つの省に提出していただく必要はありません。  

 環境省及び農林水産省では、当該申請の承認については、皆様からいただいた御意見を考慮し 

http://greenwave.cbd.int/ja/node/2


た上、決定するとともに、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予 

定です。  

 生物多様性影響評価に関する学識経験者と、その意見の詳細については、こちらからご覧下さ 

い。  

【学識経験者名簿】  

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/1meibo.pdf  

【生物多様性影響評価総合検討会】  

http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/111201/sidai_111201.htm  

３．意見募集要領  

  （１）意見募集対象  

上記の第一種使用規程の承認申請案件について御意見をいただきますようお願いいたします。  

  （２）資料の入手方法  

[１]インターネットによる閲覧  

・環境省ホームページ  

(http://www.env.go.jp/info/iken.html)  

・日本版バイオセーフティクリアリングハウスホームページ  

(http://www.bch.biodic.go.jp/bch_3.html)  

[２]環境省野生生物課外来生物対策室にて配布  

[３]郵送による送付  

    ※郵送を希望される方は、３９０円切手を添付した返信用角２封筒（郵便番号、住所、氏名、 

「第一種使用規程（１月１７日分）」を必ず明記。）を同封の上、上記４．の意見提出先の「郵 

送の場合」のあて先まで送付してください。  

  （３）意見募集期間  

平成２４年１月１７日（火）～平成２４年２月１５日（水）  

※郵送の場合は同日必着  

  （４）意見提出方法  

下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で御提出ください。  

[１]郵送による提出の場合  

宛先：〒１００－８９７５  東京都千代田区霞が関１－２－２  

[２]ＦＡＸ  

ＦＡＸ番号：０３－３５０４－２１７５  

※ＦＡＸで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者に御連絡ください。  

[３]電子メール  

電子メールアドレス：bch@env.go.jp  

※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。  

（添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。）  

※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。  

【意見提出様式】 

［宛先］環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 あて  

［件名］第一種使用規程（１月１７日分）  

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/1meibo.pdf
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/111201/sidai_111201.htm
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.bch.biodic.go.jp/bch_3.html
mailto:bch@env.go.jp


［氏名］ （企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名）  

［〒・住所］  

［電話番号］  

［ＦＡＸ番号］  

  ［意見］ ・該当箇所（どの遺伝子組換え生物等についてのどの部分についての意見か、該当箇所 

がわかるように明記してください。）  

・意見内容  

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。）  

   ※御意見は、日本語で御提出ください。  

   ※御提出いただきました御意見については、名前、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メ 

ールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。  

   ※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。  

  （５）関係省のホームページ  

農林水産省のホームページ（http://www.maff.go.jp/j/public/index.html）においても本件につ 

いての御意見を募集しております。  

 

担当者：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=14704 

 

 

＊国連生物多様性の10年「グリーンウェイブ2012」の実施について 

 生物多様性条約事務局は、国連が定める「国際生物多様性の日」（5月22日）に世界各地の青少年の手 

で植樹等を行う「グリーンウェイブ」の実施を呼び掛けています。また、国連は2011年から2020年まで 

の10年間を「国連生物多様性の10年」と定めています。 

 これに応じ、環境省、農林水産省及び国土交通省は、平成24年３月１日より６月15日までの期間、「グ 

リーンウェイブ2012」への参加と協力を広く国内に呼び掛けます。 

 また、平成24年1月23日に、参加・協力団体（予定）を始め、関係者により港区立エコプラザにおいて 

「グリーンウェイブ2012」キックオフ・フォーラムが開催されます。  

１．「グリーンウェイブ2012」について  

（１）趣旨  

 国連が定める国際生物多様性の日（5月22日）に、世界各地の子どもたちが学校や地域などで 

植樹等を行う「グリーンウェイブ」を生物多様性条約事務局が呼びかけています。植樹を通じ 

て自然と親しむことは生物多様性に関する意識の向上につながります。  

 これに応じ、環境省、農林水産省及び国土交通省では以下のとおり「グリーンウェイブ2012」 

への参加を促すとともに、社会に生物多様性に関する理解が浸透するように、植樹をきっかけ 

とした生物多様性の広報、教育、普及啓発を推進します。  

（２）実施期間  

http://www.maff.go.jp/j/public/index.html


平成24年3月1日（木）から6月15日（金）  

（３）主唱  

環境省、農林水産省、国土交通省  

（４）参加団体等  

学校等教育機関、青少年団体、NGO/NPO、企業等民間団体、関係公益法人、関係国際機関、地方 

公共団体、関係省庁 等  

（５）実施内容  

[1]植樹等のグリーンウェイブ活動の計画及び実施  

[2]グリーンウェイブ2012ホームページへの登録及び結果報告  

２．参加団体の募集について  

 グリーンウェイブ2012の実施にあたり、植樹等のグリーンウェイブ活動を自ら計画及び実施し 

ていただける、またはグリーンウェイブ行事を主催し、参加者を募集して植樹等の活動を実施し 

ていただける、学校等の教育機関、青少年団体、NPO、企業、関係機関等の団体（参加団体）の募 

集を「グリーンウェイブ2012」ホームページで予定しております。  

 「グリーンウェイブ2012」ホームページ http://greenwave.go.jp/ （2月下旬頃公開予定）  

３．協力団体の募集について  

 グリーンウェイブ2012の実施にあたり、次のような事項について御協力いただける団体（協力 

団体）を募集します。 

協力団体は上記「グリーンウェイブ2012」ホームページで紹介する予定です。御協力いただける 

団体の方は、お問い合わせ先までご連絡ください。  

（協力内容の例）  

苗木等の提供、植樹場所の提供、植樹等の技術指導、地域の樹木や植生等に関する情報の提供、 

出前講座の実施、関係団体や関係機関に植樹等の活動実施の呼び掛け、広報など、植樹等活動へ 

の支援  

（お問い合わせ先）  

環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室（担当：尾上）  

TEL 03-3581-3351（内6838）  

電子メール NBSAP@env.go.jp  

FAX 03-3591-3228（FAXの場合には、念のため電話で御一報ください。）  

４．「グリーンウェイブ2012」キックオフ・フォーラムについて  

 港区立エコプラザにおいて「グリーンウェイブ2012」キックオフ・フォーラムが開催されます。  

日時：平成24年1月23日（月） 13:30～17:45  

場所：港区立エコプラザ（〒105-0013 東京都港区浜松町1-13-1）  

主催：「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会  

※参加申込方法等、詳細につきましては別添「「グリーンウェイブ2012」キックオフ・フォ 

ーラムについて」を御参照ください。  

＜参考＞  

１．国連生物多様性の10年について  

 国連は、世界的に生物多様性の損失に歯止めがかからない現状を踏まえ、 2011年から2020年 

までの10年間を「国連生物多様性の10年（United Nations Decade on Biodiversity）」とする 

http://greenwave.go.jp/
mailto:NBSAP@env.go.jp


ことを決定しました。  

 国連生物多様性の10年の目的は、国際生物多様性年（2010年）の成果を踏まえて、  

・生物多様性に関する普及啓発を進めること  

・生物多様性に関する2011-2020年の戦略計画（愛知目標）実施のための支援体制を提供する 

こと  

などです。  

２．生物多様性条約ホームページ（英語）  

グリーンウェイブについて http://greenwave.cbd.int/ja/node/2  

 

担当者：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室 牛場、常冨、尾上 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14712 

 

 

＊第３回経済社会における生物多様性の保全等の促進に関する検討会の開催について 

 昨年、愛知県名古屋市で開催されました生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）において、生物多 

様性に関する2020年までの愛知目標が合意されました。この愛知目標４「ビジネス界を含めたあらゆる 

関係者が、持続可能な生産・消費のための計画を実施する」を受け、経済社会における生物多様性の保 

全及び持続可能な利用の推進のあり方について検討を行うため、「第３回経済社会における生物多様性 

の保全等の促進に関する検討会」を開催します。 

傍聴を希望される方は、下記よりお申し込みください。  

１．日時： 平成24年2月6日（月）14:30～17:00  

２．場所： 砂防会館 別館B ３階 六甲  

     〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7-5  

     TEL: 03-3261-8386（代表）  

     東京メトロ(有楽町線・半蔵門線・南北線)永田町駅4番出口徒歩1分  

     http://www.sabo.or.jp/map.htm  

３．議題(予定）：  

（１）前回までの検討会のレビュー  

（２）経済社会において生物多様性の保全等を主流化するための取組・施策について  

４．検討会委員（五十音順、敬称略）  

   足立 直樹 (株)レスポンスアビリティ代表取締役  

   石原 博  経団連自然保護協議会企画部会長兼政策部会長  

   可知 直毅 首都大学東京大学院理工学研究科教授（座長）  

   河野 文子 (株)日立製作所地球環境戦略室環境企画センタ主任  

   日比 保史 一般社団法人コンサベーション・インターナショナル・ジャパン代表理事  

   藤田 香  (株)日経BP社環境経営フォーラム生物多様性プロデューサー  

５．傍聴手続き  

本検討会は公開で行います。傍聴を御希望の方は、下記要領に従ってお申込みください。  

（１）傍聴可能人数  

http://greenwave.cbd.int/ja/node/2
http://www.sabo.or.jp/map.htm


50名程度（希望者多数の場合は先着順となります）  

（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「第３回経済社会における生物多様性の保全等の促進に関する検討 

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]勤務先及び役職、 

[5]連絡先E-mailアドレス（又はFAX）をご記入ください。  

なお、傍聴券は、傍聴希望者一人につき１通とさせていただきます。  

・申込締切は、平成24年2月1日（水）正午必着です。  

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

御了承ください。）  

・傍聴希望者が多数の場合は、先着順といたします。なお、当選の発表は傍聴券の発送をもって 

代えさせていただきます。  

・こちらからの返信を傍聴券といたしますので、当日必ずお持ちくださるようお願いいたします。  

（３）報道関係者の方へ  

 報道関係者の方も上記申込要領に従い、表題に「第３回経済社会における生物多様性の保全等 

の促進に関する検討会取材希望」と明記し、お申込みください。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。また、カメラ撮りを 

御希望の方は、その旨をお申出ください。 

なお、カメラ撮りは会議の冒頭のみとさせていただきます。  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室 牛場、常冨、玉谷、大坪  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14735 

 

 

☆環境影響評価法関係  

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

意見募集（パブリックコメント）について 

 環境影響評価法に基づき、環境大臣は、環境影響評価の実施の基本となる考え方を「基本的事項」と 

して公表することとされています。 

この「基本的事項」は、５年ごとを目途にその内容全般を点検し、その点検結果を公表することとされ 

ており、前回の改正から５年を経過したことから、点検を行う必要があります。また、平成23年4月の環 

境影響評価法改正に伴い、計画段階配慮手続と報告書手続が新設されたことから、これらに関する「基 

本的事項」を追加する必要があります。 

 環境省では、この点検・追加を行うに当たって、有識者からなる「環境影響評価法に基づく基本的事 

項に関する技術検討委員会」 

（http://www.env.go.jp/policy/assess/5-4basic/index.html）を平成23年6月に設置し議論を重ねてき

たところですが、今般、本委員会の報告書案がとりまとめられました。 

 環境省では、本委員会報告書案について、平成24年1月17日（火）から２月16日（木）までの間、御意 

http://www.env.go.jp/policy/assess/5-4basic/index.html


の募集（パブリックコメント）をいたします 。  

１．意見募集の対象 環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会報告書（案）  

２．意見募集要領 （１）意見募集期間 平成24年1月17日（火）～平成24年２月16日（木）17:00まで  

           （※郵送の場合は２月16日必着）  

       （２）意見提出方法  次の様式により、必要事項を日本語で記入のうえ、 [1]郵 

送、[2]ファックス、[3]電子メール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。  

・ 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。  

・ 御意見の対象となる報告案の該当箇所（項目名及びページ）を明記してください。締切日 

までに到着しなかった場合や御記入もれ、意見募集対象以外の御意見等、本要領に即して記 

入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。  

・ 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 

等の権利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。  

（３）意見提出方法  

環境省総合環境政策局環境影響評価課 あて  

[1]郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

[2]ファックスの場合 03-3581-2697  

[3]電子メールの場合 sokan-hyoka@env.go.jp  

※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、 

 「環境影響評価の基本的事項等に関する技術検討委員会報告書（案）に対する意見」と記載 

して下さい。  

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://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）  

（２）環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/info/iken.html）  

（３）環境省総合環境政策局環境影響評価課において配布  

（東京都千代田区霞が関１－２－２中央合同庁舎５号館25階）  

※入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。  

※環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会におけるこれまでの検討状況に 

ついては、 下記ホームページで御覧になれます。

http://www.env.go.jp/policy/assess/5-4basic/index.html  

※なお、本委員会では、環境影響評価法改正に伴い同法施行規則（環境省令）の改正が必要とな 

る事項のうち、基本的事項と密接に関係する部分についても一体として議論してきており、本報 

告書案にも、それら関係する環境省令改正事項の内容が含まれています。本委員会において取り 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.env.go.jp/policy/assess/5-4basic/index.html


扱われなかったその他の環境省令改正事項 

 （配慮書の公表方法その他）については、後日、別途意見募集する予定です。  

（連絡先）担 当：上田、佐藤  

電 話：03-3581-3351（内線6238､6235）  

03-5521-8235（直通）  

ＦＡＸ：03-3581-2697  

電子メール：sokan-hyoka@env.go.jp  

 

担当：環境省総合環境政策局環境影響評価課 上杉、上田、佐藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14700 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊平成２２年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について 

 平成２２年度の電気事業者（一般電気事業者及び特定規模電気事業者）ごとの実排出係数及び調整後 

排出係数等について、各電気事業者から提出された資料等に基づき、経済産業省及び環境省で確認し、 

本日付の官報に掲載させていただきましたので、ここにお知らせします。  

概要  

 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。以下「温対法」という。） 

に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定 

量以上排出する事業者（以下「特定排出者」という。）は、毎年度、温室効果ガス算定排出量、 

及び京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を 

事業所管大臣に報告することが義務付けられています。  

 このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に関し、温室効果ガ 

ス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関 

する省令（平成１８年経済産業省・環境省令第３号。 

以下「算定省令」という。）第２条第４項に基づく実排出係数及び代替値等を、また、調整後温 

室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（平成１ 

８年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産 

業省・国土交通省・環境省令第２号。以下「報告命令」という。）第２０条の２に基づく調整後 

排出係数を用いることとされこれらの排出係数については経済産業省及び環境省において確認の 

上、公表することとされています。  

 今般、特定排出者が平成２３年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる、平成２２年度 

の電気事業者等の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、経済産業省及び環境 

省で確認し、本日付の官報に掲載させていただきましたので、ここにお知らせします。  

 

担当者：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、坪口、重松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14702 

http://www.env.go.jp/press/sokan-hyoka@env.go.jp


 

 

＊温対法に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定 

に用いる平成２２年度の電気事業者ごとの排出係数等の公表について 

 温対法に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる平成２２ 

年度の電気事業者別排出係数及び代替値について、本日付の官報に掲載するとともに、ここにお知らせ 

します。  

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。以下「温対法」という。）において 

は、政府及び地方公共団体は、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための 

措置に関する計画（それぞれ、「政府実行計画」、「地方公共団体実行計画」といい、以下併せて「実 

行計画」という。）を策定することが義務付けられています。  

この中で、政府及び地方公共団体は、毎年１回、温室効果ガス総排出量を含む実行計画に基づく措置の 

実施の状況を公表することとされています。  

このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、電気の使用量に排出係 

数を乗ずることで算定されますが、経済産業大臣及び環境大臣は、温対法施行令第３条第１項第１号ロ 

の規定に基づき、電気事業者（一般電気事業者及び特定規模電気事業者）ごとの排出係数及び代替値を 

告示することとされています。  

今般、平成２２年度の電気事業者等の実績に基づく排出係数について、本日付の官報に掲載させていた 

だきましたので、ここにお知らせします。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、坪口、重松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14708 

 

 

＊「緊急CO2削減・節電ポテンシャル診断」受診事業所の追加募集について 

 環境省では、東日本大震災の被災地の事業者を対象として緊急CO2削減・節電ポテンシャル診断（無料） 

を実施しています。 

今般、受診事業所の追加の募集を行います。（公募期間：１月19日（木）～１月30日（月）） 

 本診断は、環境省が派遣する診断機関が、工場やビル等における設備の導入・運用状況等を無料で計 

測・診断し、CO2削減・節電のために有効と考えられる設備導入や運用改善等の費用・効果等に関する情 

報を提供することにより、事業者における費用効果的な対策の実施を支援するものであり、東日本大震 

災の被災地の事業者を対象として実施するものです。 

また、得られた情報は、CO2削減・節電対策の導入ポテンシャルの把握・普及広報などにも活用していく 

予定です。 

工場やビル等における効果的なCO2削減・節電対策のご検討に是非ご活用ください。  

1.緊急 CO2削減・節電ポテンシャル診断事業の概要  

（１）CO2削減・節電ポテンシャル診断の内容  

 環境省が派遣する診断機関が、希望する工場やビル等における設備の導入状況のヒアリングや 

実際の運用状況の機器による計測等を行い、CO2排出・電力使用の現状を診断します。この結果 



を踏まえ、CO2削減・節電のために有効と考えられる設備導入・運用改善等について、 CO2削減・ 

節電の効果、初期投資費用、節電等による利益、投資回収年数等に関する情報を提供し事業者 

における費用効果的な対策の実施を支援するものです。詳細は募集要領をご覧ください。  

（２）対象事業所  

○東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律で定める特定被災地方 

公共団体※に所在する事業所で温室効果ガスを排出している事業所（工場、事業場）（ただし 

自動車等の排出、民生部門のうち住宅、集合住宅等の排出は含まない）  

※特定被災地方公共団体一覧 リンク  

http://www.bousai.go.jp/2011jyosei/sikuchyouson.pdf  

（対象は上記リンク先の一覧うち「１．特定被災地方公共団体（１６８市町村）」）  

○ 180事業所程度を予定しています。  

○対象者の選定にあたっては、部門、業種、温室効果ガスの排出規模、地域のバランス等に配 

慮し選定します。  

（３）費用負担  

診断（計測を含む）にかかる費用は環境省が負担します。 

（４）追加公募期間等  

 募集区分      公募期間          （参考）診断機関（予定） 

四次募集 平成２４年１月１９日（木）～１月３０日（月）平成２４年２月中旬～平成２４年３月上旬 

      ※応募書類をもとに選定し、採択の可否をお知らせいたします。実施する診断機関につい 

て、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。また、希望のない場合 

は環境省において選定します。 

        診断の内容、期間等の詳細は、受診事業所と実施する診断機関とで調整のうえ決定い 

たします。  

※予定事業所数に達した場合、以降の募集を行わないことがあります。また、応募状況により 

追加募集を行う場合もあります。  

（５）応募方法  

「募集要領」「応募様式」をご確認いただき、応募様式１～２に必要事項をご記入 

○ 郵送または宅配便にてご提出下さい。ご持参、電子メール等では受け付けません。  

○ 提出された書類等は、返却いたしませんので予めご了承下さい。  

○ 提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断で 

使用いたしません。  

【提出書類】  

(1) 募集要領  

(2) 応募様式（PDF版） / （WORD版）  

2.問い合わせ先： 「緊急CO2削減・節電ポテンシャル診断」事務局  

株式会社 三菱総合研究所（http://www.mri.co.jp/h-ghg-sakugen23/）  

〒100－8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号  

環境・エネルギー研究本部 「緊急CO2削減・節電ポテンシャル診断」事務局  

電話：0120-626-002 （平日 9:30～12:00、13:00～17:30）/ メール：ghg-sakugen@mri.co.jp  

 

http://www.bousai.go.jp/2011jyosei/sikuchyouson.pdf
http://www.env.go.jp/houdou/hgazou/14715/1634.
http://www.env.go.jp/houdou/hgazou/14715/1633.
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19039&hou_id=14715
http://www.mri.co.jp/h-ghg-sakugen23/
mailto:ghg-sakugen@mri.co.jp


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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14715 

 

 

＊「カーボン・マーケットEXPO 2012 ～カーボン・アクションで日本を元気に！～」 

の開催について(第1報) 

  ・ 環境省では、低炭素社会の構築に向けて、市場メカニズムを活用した地球温暖化対策を推進し 

ています。 

・ 市場メカニズムを活用した地球温暖化対策のうち、市民・企業等幅広い主体が実施できる取組 

であるカーボン・オフセット※については、昨年度より、カーボン・オフセットに取り組む事業 

者とカーボン・オフセットに用いるクレジットであるJ-VERを創出するプロジェクト事業者の交流 

の場として「カーボン・オフセットEXPO」を全国各地で開催し、カーボン・オフセット及びJ-VER 

制度の普及促進に努めてきたところです。  

・ 今般、上記の「カーボン・オフセットEXPO」を発展させ、カーボン・オフセットに加え、低炭素 

社会の構築に向けた様々な取組の紹介も行い、企業等の低炭素化に向けた取組の推進に役立つヒン 

トを提供する場として、3月7日(水)、東京国際フォーラムにて、「カーボン・マーケットEXPO 2012  

～カーボン・アクションで日本を元気に！～」を開催いたします。  

※カーボン・オフセットとは、市民、企業、NPO･NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温 

室効果ガス排出量を認識し、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・吸収量により創出されたクレジットを購 

入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、 

その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいいます。  

１．行事名  

「カーボン・マーケットEXPO 2012 ～カーボン・アクションで日本を元気に！～」  

２．経緯と目的  

 環境省では、昨年度より、カーボン・オフセットの取組の活性化を図るため、オフセットの取 

組事業者とオフセットに必要なクレジット創出事業者の間のマッチングイベントを「カーボン・ 

オフセットEXPO」として実施してきました。  

 今般、こうした事業者の自主的取組が多様化されていることも背景に、カーボン・オフセット 

の取組のみならず、事業者による温室効果ガスの排出削減努力を可視化する様々な取組を対象に、 

「カーボン・マーケットEXPO」として実施することにより、来場者が様々な温暖化の取組を自社 

のビジネスやCSR活動等に活用することを総合的に考えることができる機会を提供することを目 

的としています。  

３．日時  

2012年3月7日（水）10：00～17：00  

４．場所  

東京国際フォーラム 展示ホール２  

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1  

TEL:(03)5221-9000（代表）  



http://www.t-i-forum.co.jp/function/map/index.html  

JR線・東京メトロ有楽町線有楽町駅より徒歩1分  

JR線・東京メトロ丸ノ内線東京駅より徒歩5分  

（JR京葉線東京駅とB1地下コンコースにて連絡）  

５．内容  

 市場メカニズムを活用した各種地球温暖化対策を紹介する講演やシンポジウム、ミニセミナー 

のほか、カーボン・マーケットの活性化に取り組む団体やCSR（企業の社会的責任）・自社商品の 

販売促進等へ活用できるカーボン・オフセット等に取り組む事業者による展示、個別説明、相談 

を行います。  

 予定されているプログラムの概要は以下の通りです。展示ホールにおける各事業者のブース出 

展やパネルディスカッションのほか、展示ホール外のセミナー会場では京都メカニズムオープン 

セミナー、CO2削減ポテンシャル診断事業や自主参加型国内排出量取引制度(JVETS)のシンポジウ 

ムも開催します。  

・展示ホール(地下2階)  

●カーボン・マーケットの活性化に取り組む団体やカーボン・オフセットに取り組む  

事業者、J-VER創出事業者による展示、個別説明会、相談  

・展示ホール内セミナー会場(地下2階)  

●カーボン・マーケットに関するシンポジウム  

●カーボン・オフセットに取り組む事業者の講演、パネルディスカッション  

●第1回カーボン・オフセット大賞表彰式  

●カーボン・ニュートラル認証試行事業採択事業者発表会  

・セミナー会場(ガラス棟「会議室G701」、ホール棟D「ホールD1」)  

●京都メカニズムオープンセミナー ～CDMの最新動向～  

●CO2削減ポテンシャル診断事業シンポジウム  

●自主参加型国内排出量取引制度(JVETS)シンポジウム  

●その他  

※プログラムや出展事業者の詳細については決まり次第カーボン・オフセットフォーラム事 

務局HP( http://www.j-cof.go.jp/ )にて公表するとともに、2月中旬を目処に第2報として 

告知を行う予定です。  

６．申込方法  

【参加申込について】  

 EXPO参加を希望される方は、以下のウェブサイトより、ご登録をお願いいたします。当日は申 

込完了後にメール配信する参加票をご持参下さい。登録なしでの入場も可能ですが、EXPO全体の 

カーボン・オフセットを実施するため、受付時に必要情報等の記入をお願いすることになります。 

会場受付での円滑な入場を確保する観点から、できる限り事前の参加登録をお願いいたします。  

 ○EXPO参加及びブース出展申込用ウェブサイト  

http://www.j-cof.go.jp/temporary/carbonmarket_expo_201203.html  

【出展申込について】  

EXPOへの出展を希望される方は、以下のウェブサイトより、申込をお願いいたします。出展ブ 

ースの数に限りがあるため、応募者多数の場合は、すべての応募者に出展をお願いできない場 

http://www.t-i-forum.co.jp/function/map/index.html
http://www.j-cof.go.jp/
http://www.j-cof.go.jp/temporary/carbonmarket_expo_201203.html


合がありますのでご了承下さい。  

ブース出展申込締切： 2012年2月3日(金) 12:00  

 ○EXPO参加及びブース出展申込用ウェブサイト  

http://www.j-cof.go.jp/temporary/carbonmarket_expo_201203.html  

７．お問い合わせ窓口  

 申込方法やカーボン・マーケットEXPOについてのお問い合わせ、マスコミ関係者の取材希望（当 

日のカメラ撮影等も含む）はこちらへご連絡ください。  

○カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）事務局  

担当：細埜・堀内・野地  

TEL：03-5776-0402  

E-mail：carbonexpo@oecc.or.jp  

８．個人情報の取扱いについて  

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

オフセットフォーラム事務局が担当しております。参加希望者の情報は、当社団及び環境省が当 

イベントの参加受付の整理の目的に限り利用します。 

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、carbonexpo@oecc.or.jpまでご連絡下さい。  

９．参考  

 カーボン・オフセットに関連する制度や支援団体については、以下のWEBサイトをご覧ください。  

○環境省  

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

○カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）  

http://www.j-cof.go.jp/index.html  

○カーボン・オフセット推進ネットワーク（CO-Net）  

http://www.carbonoffset-network.jp/  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 上田、三好、下山 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14731 

 

 

☆水質汚濁法関係  

＊平成23年度「日本モデル環境対策技術等の国際展開」事業に係るアジアの水質汚濁に 

係る法制度と技術ニーズに関する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、川崎市で開催される「第８回アジア・ 

太平洋エコビジネスフォーラム」（主催：川崎市、共催：国連環境計画 国際環境技術センター（UNEP IETC）、 

後援：環境省ほか）において、東南アジア２か国の水質汚濁に係る法制度と技術ニーズに関するセミナ 

ーを開催します。  

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 

http://www.j-cof.go.jp/temporary/carbonmarket_expo_201203.html
mailto:carbonexpo@oecc.or.jp
mailto:carbonexpo@oecc.or.jp
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.j-cof.go.jp/index.html
http://www.carbonoffset-network.jp/


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。（事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照く 

ださい。 

http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/index.html）  

 そこで、川崎市で２月８日（水）から９日（木）まで開催される第８回アジア・太平洋エコビ 

ジネスフォーラムにおけるセッションの一つとして、我が国の排水処理・モニタリング関係企業、 

環境技術普及・振興に係る関係機関等を対象として、インドネシア及びベトナムにおける水質汚 

濁に係る法制度と技術ニーズに関する情報を提供する、「アジアの水質汚濁に係る法制度と技術 

ニーズ」と題するセミナーを開催いたします。  

２．開催日時 平成24年２月９日（木） 15:15～17:15  

３．開催場所 川崎市産業振興会館 ９階 第３研修室 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66 

番地20  

４．セッションの内容  

 日本の環境産業が海外において事業展開するに当たり有益な情報を提供するため、インドネシ 

ア及びベトナムの環境省において環境対策技術を所管する部局から担当官を講師として招へいし、 

両国の水質汚濁に係る法制度と技術ニーズについて御報告いただくとともに、現地の環境対策技 

術の状況に関する理解を深めるため、会場参加者との質疑応答を行う予定です。  

５．セッションのコーディネーター及び講師（敬称略）  

  コーディネーター  

   牧 葉子 川崎市 環境局 担当理事  

  講師  

   西本 俊幸 環境省 水・大気環境局 総務課 環境管理技術室長  

   アリフ・ウィボウォ 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  

   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  

６．参加費等  

 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。 

EメールまたはFAXで氏名、所属、連絡先を記入の上、お申込みください。  

７．お問い合わせ先・お申込み先  

 川崎市 環境局 環境技術情報センター  

 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20  

 電話：044-522-3285、FAX：044-522-3267  

 e-mail： 30kangic@city.kawasaki.jp  

（参考）  

 「アジア・太平洋エコビジネスフォーラム」について  

  ・ 川崎市では、産業と環境が調和した持続可能な都市モデル形成を目指して、国連環境計画（UNEP） 

との連携により、市内企業の優れた環境技術や環境保全の経験を活かし、工業化途上の都市の環 

境対策や環境配慮への国際貢献を推進しており、本フォーラムは、その一環として、先進的な環 

境技術・戦略の情報交換の場として川崎国際環境技術展と一体的に開催しているものです。  

  ・ 本フォーラムは、川崎市が主催、国連環境計画 国際環境技術センター（UNEP IETC）が共同で 

http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/index.html
http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/index.html
mailto:30kangic@city.kawasaki.jp


開催します。  

  ・ ８回目の開催となる今回は、２月８日（水）から９日（木）までの日程で開催されます（国際 

環境技術展は２月10日（金）から11日（土）に開催。）。今回は、2012年６月にリオ・デ・ジャ 

ネイロ（ブラジル）で開催される「国連持続可能な開発会議」（リオ+20）を見据え、国際的な 

動向等についての情報共有を図ることを特徴としています。  

  ・ 本フォーラムの詳細は、川崎市による公式ウェブサイト（第８回の詳細情報は開設準備中）を 

ご参照ください。  

http://www.city.kawasaki.jp/30/30kokuse/home/index.html  

 

担当者：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=14703 

 

 

☆エコツーリズム関係  

＊第７回エコツーリズム大賞の表彰式の開催について 

 環境省では、エコツーリズムを実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年度から実施しており、先般、第７回エコツーリズム大賞の受賞者が決定したところです。 

 つきましては、下記のとおり表彰式を開催しますのでお知らせします。  

１．日時 平成24年１月26日（木）11：00～  

２．場所 環境省第１会議室（中央合同庁舎５号館22階）  

３．受賞者  

  【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実行委員会  

        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．取材について  

 表彰式は報道機関に公開で行われます。取材希望の方は、下記によりメール又はＦＡＸにてお 

申し込みください。 

なお、表彰式の取材に当たっては担当者の指示に従ってくださいますようお願いします。  

   （１）件名に「第７回エコツーリズム大賞表彰式取材希望」と明記してください。  

   （２）報道機関名、氏名（フリガナ）、電話番号、電子メールアドレス又はＦＡＸ番号を記載し 

てください。  

   （３）申込受付は、平成24年１月23日（月）17：00（必着）までとします。  

   （４）こちらからの返信を取材可能通知書といたします。当日は取材可能通知書を印刷の上、御 

本人確認 

http://www.city.kawasaki.jp/30/30kokuse/home/index.html


     できるものと合わせて必ずお持ちください。  

   （５）取材申込先  

環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室  

電子メール：Fureai_Prize@env.go.jp  

ＦＡＸ：03-3508-9278  

 

担当：環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室 堀上、小林、小野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14706 

 

 

＊平成23年度エコツーリズム地域コーディネーター活用事業の採択結果（第４次公募分） 

について 

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

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

ディネーター活用事業」を実施しており、今般、下記の２件の事業を採択（第４次公募分）しましたの 

で、お知らせします。  

１．事業の概要  

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

有効です。 

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

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

を行うに際し、その経費の一部を国が支援します。（国費１／２以内） 

 

担当：環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室 堀上、小林、小野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14716 

 

 

☆環境技術実証事業検討会関係  

＊平成23年度環境技術実証事業検討会 閉鎖性海域における水環境改善技術ワーキング 

グループ会合（第２回）の開催について 

 1月24日(火)に、平成23年度環境技術実証事業検討会 閉鎖性海域における水環境改善技術ワーキング 

グループ会合(第２回)を開催します。なお、本会合は公開で行います。  

１．日時  平成24年１月24日（火）15:00～17:00  

２．場所  一般財団法人 みなと総合研究財団 ３Ｆ会議室  

     東京都港区虎ノ門３丁目１番10号 第２虎の門電気ビル  

      （http://www.wave.or.jp/access/index.html）  

３．議題（仮）  

mailto:Fureai_Prize@env.go.jp
http://www.wave.or.jp/access/index.html


 （１）平成23年度実証試験実施状況の報告について  

 （２）平成24年度の実証事業について  

 （３）その他  

４．公開に関する取扱い  

   （１）本会合は公開で行われます。傍聴を希望される方は、電子メール又はＦＡＸにてお申し込 

みください。 

     お申込みの際には、「平成23年度環境技術実証事業検討会 閉鎖性海域における水環境改善 

技術ワーキンググループ会合(第２回)傍聴希望」と明記し、住所、氏名、勤務先、電話番号、 

ＦＡＸ番号、電子メールを記入の上、平成24 年１月20日（金）13 時必着で、５.の連絡先 

までお申し込みください。  

   （２）お申込みは傍聴希望者１名につき１通とし、傍聴希望者が傍聴可能人数（15名程度を予定） 

を超過した場合には抽選といたします。電子メールで申し込まれた方は返信メールを印刷し 

たものを、ＦＡＸで申し込まれた方はこちらからのＦＡＸによる返信を、往復はがきで申し 

込まれた方は返信はがきを傍聴券といたしますので、傍聴の際には御持参願います。 

     傍聴の可否については、平成24 年１月23日(月)15 時までに連絡をいたします。  

   （３）当日、取材を希望される報道関係者につきましても、５．の連絡先に、平成24年１月23日 

(月)15時までに事前登録を行ってください。また、カメラ撮りを希望される場合、その旨も 

併せて御登録をお願いします。（カメラ撮りは冒頭のみとさせていただきます。）  

   （４）会合における配付資料及び結果については、実証対象技術に関する情報等が記載された資 

料を除き、後日、環境省ホームページにおいて公表します。  

５．連絡先  

 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=14707 

 

 

☆土壌汚染対策法関係  

＊平成23年度土壌汚染調査技術管理者試験の結果について 

 「平成22年４月に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が施行され、指定調査機関に対し、技術管理 

者の設置が義務付けられました。 

 環境省では、この技術管理者となるための試験（土壌汚染調査技術管理者試験）（以下「土壌汚染調 

査技術管理者試験」という。）の第２回を平成23年12月11日（日）に実施し、本日付けで合格者に合格 

証書を交付しました。結果は、受験者3,532名に対し、合格者381名（合格率10.8％）でした。  

mailto:etvheisasei@wave.or.jp


１．制度の概要  

（１）根拠法令  

 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令（平成十四年環境省令第 

二十三号）第11条  

（２）目的  

 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に設置が義務づけられている技術管理者になるための資 

格付与  

２．本試験結果の概要  

（１）実施日時  

平成23年12月11日（日）  

午前10時30分から午後３時30分まで  

（２）実施場所  

 仙台市（東北電子専門学校）、東京都（立教大学池袋キャンパス・日本大学法学部）、名古 

屋市（名古屋市立大学滝子キャンパス）、大阪市（大阪経済大学）及び福岡市（九州産業大学）  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 牧谷、根木、佐々木、福地  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14711 

 

 

☆グリーン購入法関係  

＊平成23年度グリーン購入法基本方針説明会の開催について 

 国や独立行政法人、国立大学法人等の公共機関は、グリーン購入法及び同法に基づき閣議決定された 

基本方針に従って、環境に配慮した物品・サービス等を購入することを義務づけられております。 

国等の公的機関が率先して環境物品等（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進するとと 

もに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可 

能な社会の構築を推進することを目指しています。 

 このたびグリーン購入法の考え方の普及を図るため、２月８日（水）から全国10箇所で、国の機関、 

独立行政法人等、国立大学法人等、地方公共団体等及び事業者の皆様を対象とした説明会を開催いたし 

ますので、お知らせいたします。  

１．平成23年度グリーン購入法基本方針説明会の開催  

 循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要面からの取組が重 

要である」という観点から、平成１２年５月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとし 

て「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」が制定されました。 

同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調達 

を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を 

図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の 

取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。  

 グリーン購入法及び基本方針、今年度の基本方針の改定内容の解説を行い、グリーン購入法の 

考え方の普及を図るため、２月８日（水）から３月２７日（火）にかけて、全国10都道府県の会 



場で、国の機関、独立行政法人等、国立大学法人等、地方公共団体等及び事業者の皆様を対象と 

した全国説明会を開催します。 

詳細は、http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/block_brief/index.htmlを御参照い 

ただき、参加を御希望の場合、当該Webサイトにおける申込要領に従ってメールにてお申し込みく 

ださい。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、峯村、平澤、横田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14720 

 

 

☆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説明会の開催について 

 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室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。 

 環境配慮契約の実施により、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 

少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の考え方の普及を図るため、２月８日（水）から全国20箇所で、国の機関、独 

立行政法人等、国立大学法人等、地方公共団体等及び事業者の皆様を対象とした説明会を開催いたしま 

ので、お知らせいたします。  

１．平成23年度環境配慮契約法基本方針説明会の開催  

 平成19年11月に施行された環境配慮契約法（国等における温室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 

における温室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、温室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。  

 また、地方公共団体等におきましてもエネルギーの合理的かつ適切な使用等努めるとともに、 

経済性に留意しつつ、価格以外の多様な要素も考慮して、温室効果ガス等の排出の削減に配慮し 

た契約の推進に努めることとされています。  

 環境配慮契約法及び基本方針、今年度の解説資料改訂内容の解説を行い、環境配慮契約の考え 

方の普及を図るため、２月８日（水）から３月27日（火）にかけて、全国20会場で、国の機関、 

独立行政法人等、国立大学法人等、地方公共団体等及び事業者の皆様を対象とした全国説明会を 

開催します。  

 詳細は、http://www.env.go.jp/policy/ga/brief_info.htmlを御参照いただき、参加を御希望 

の場合、当該Webサイトにおける申込要領に従ってメールにてお申し込みください。  

 

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/policy/hozen/green/g-law/block_brief/index.html
http://www.env.go.jp/policy/ga/brief_info.html


http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14721 

 

 

☆水質汚濁法関係  

＊水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）に対する意見の募集について 

 この度、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準値を新たに12農薬について設定するこ 

ととし、その案を作成しました。 

 本案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成24年１月20日（金）から２月20日 

（月）までパブリックコメントを実施いたします。  

１．背景  

 農薬取締法第３条第２項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを 

判断する際の基準（農薬登録保留基準）を定めて告示することになっています（参考１参照）。  

 今般、新たに12農薬（アミスルブロム、インダジフラム、インドキサカルブ、インドキサカル 

ブＭＰ、スピノサド、トリフロキシストロビン、ハロスルフロンメチル、ピラクロストロビン、 

ペントキサゾン、ミクロブタニル、メタラキシル、メタラキシルＭ）の水質汚濁に係る農薬登録 

保留基準値を設定することについて、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、パブリックコ 

メントを実施いたします。  

２．意見募集の対象  

水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）  

添付資料  

（別紙）水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）  

（参考１）農薬の登録制度及び農薬登録保留基準について  

（参考２） 

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料（アミスルブロム、インダジフラム、イン 

ドキサカルブ、インドキサカルブＭＰ、スピノサド、トリフロキシストロビン、ハロスルフロン 

メチル、ピラクロストロビン、ペントキサゾン、ミクロブタニル、メタラキシル、メタラキシル 

Ｍ）  

３．意見募集要領  

（１） 意見募集期間  

平成24年１月20日（金）から２月20日（月）17:00まで  

（※郵送の場合は同日必着）  

（２）意見提出方法  

 次の様式により、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。  

（注意事項）  

・御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子 

メールアドレスを除き、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。  



・御意見の対象となる改正案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場 

合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせてい 

ただくことがあります。  

・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 

の権利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。  

（３）意見提出先  

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。）。  

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 あて  

〔1〕電子メールの場合 mizu-noyaku@env.go.jp  

〔2〕ファックスの場合 03-3501-2717  

〔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、「水質汚濁に係 

る農薬登録保留基準値（案）に対する意見」と記載してください。  

４．資料の入手方法  

（１） 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局において配布  

場所： 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  

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室  

（２）インターネットによる閲覧  

・環境省ホームページ  http://www.env.go.jp/info/iken.html  

・電子政府の総合窓口［e-Gov］ http://www.e-gov.go.jp/index.html  

（３）郵送による送付  

 郵送による送付を希望される方は、200円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び 

氏名を明記した返信用封筒（Ａ４版の冊子が折らずに入るサイズのもの）を同封の上、「『水 

質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）について』に対する意見募集関係資料希望」と封筒表 

面に明記し、上記「３.(３)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。  

 切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ 

御了承願います。  

５．問い合わせ先  

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 担当：三好、根岸  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

ＴＥＬ:03-3581-3351(内線6642)  

ＦＡＸ:03-3501-2717  

電子メール：mizu-noyaku@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務 

局 西嶋、吉川、三好  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14722 

mailto:mizu-noyaku@env.go.jp
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html
mailto:mizu-noyaku@env.go.jp


 

 

＊改正水質汚濁防止法全国説明会の開催及び参加募集について 

 水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成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、同法の円滑な施行を図るため、関係する事業者の皆様を対象に、平成24年２月から３月 

の間に全国７箇所（福岡、大阪、東京、岡山、名古屋、仙台、札幌）において説明会を開催します。  

１．趣旨  

 地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成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。  

 同法により、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分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、岡山、名古屋、仙台、札幌）において、改正の内容やマニュアルのポイントを解説する説明 

会を開催することとし、「３．開催日時・場所」のとおり日時、会場等を決定しました。  

 参加を希望される方は、「４．参加受付方法」に従って、事前登録をお願いします。  

２．説明会の内容  

 ・水質汚濁防止法改正の趣旨（改正の経緯等）  

 ・水質汚濁防止法の改正内容  

 ・構造等の基準及び定期点検の方法  

 ・質疑応答 等  

３．開催日時・場所 

※開場は開始時間の30分前です。  

（ただし、名古屋会場は開始時間の15分前に開場となりますのでご注意ください。）  

４．参加受付方法  

 説明会への参加は、事前登録制です。参加を希望される方は、希望会場の受付締切日までに、 

参加申込みフォーム（下記のリンク先）又はFAXにて参加登録をお願いします。  

 お申込みは先着順に受け付けます。申込受付期間であっても、定員になりましたら申込みを締 

め切らせていただきますので、予め御了承ください。お申込みは参加希望者１名につき１通とし、 

申込多数につきご参加いただけない場合には、下記の受付事務局からご連絡いたします。  

 また、できるだけ多くの企業・事業場からご参加いただけるよう、同一事業所からの大量のお 

申込みは避けていただくようお願いいたします。  

 ○参加申込みフォームによるお申込み  

 https://fs219.xbit.jp/a957/form1/  

 （事務局が管理する外部の参加申込みフォームのページへリンクします。）  

 ○FAXによるお申込み  

https://fs219.xbit.jp/a957/form1/


 参加申込書：参加申込書（PDF）  

 送付先：03-3370-2017（改正水質汚濁防止法全国説明会 受付事務局 （株）ヒップ）  

■説明会に関するお問い合わせ先（改正水質汚濁防止法全国説明会 受付事務局）  

 株式会社ヒップ 担当：石井、金子  

 TEL:03-3370-2411（受付時間 10：00～18：00 土・日祝日を除く）  

 FAX:03-3370-2017  

 E-mail:suidaku@hip-ltd.co.jp  

※「２．説明会の内容」に関するお問い合わせにつきましては、環境省水・大気環境局土壌環 

境課地下水・地盤環境室までお願いいたします。 

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室 宇仁菅、柳田、三浦 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14726 

 

 

☆農薬取締法関係  

＊水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値（案）に対する意見の募集について 

 この度、農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値を新たに５農薬につい 

て設定することとし、その案を作成しました。 

 本案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成24年１月20日（金）から２月20日 

（月）までパブリックコメントを実施いたします。  

１．背景  

 農薬取締法第３条第２項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを 

判断する際の基準（農薬登録保留基準）を定めて告示することになっています（参考１参照）。  

 今般、新たに５農薬（イプフェンカルバゾン、イプロジオン、インダジフラム、チフルザミド、 

フルアクリピリム）の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値を設定することについて、 

広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。  

２．意見募集の対象  

水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）  

添付資料  

（別紙）水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）  

（参考１）農薬の登録制度及び農薬登録保留基準について  

（参考２） 

水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料（イプフェンカルバゾン、イ 

プロジオン、インダジフラム、チフルザミド、フルアクリピリム）  

３．意見募集要領  

（１） 意見募集期間  

平成24年１月20日（金）から２月20日（月）17:00まで  

（※郵送の場合は同日必着）  

（２）意見提出方法  

http://www.env.go.jp/houdou/hgazou/14726/1635.
mailto:suidaku@hip-ltd.co.jp


次の様式により、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。  

（注意事項）  

・御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子 

メールアドレスを除き、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。  

・御意見の対象となる改正案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場 

合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていた 

だくことがあります。  

・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 

の権利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。  

（３）意見提出先  

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。）。  

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 あて  

〔1〕電子メールの場合 mizu-noyaku@env.go.jp  

〔2〕ファックスの場合 03-3501-2717  

〔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、「水質汚濁に係 

る農薬登録保留基準値（案）に対する意見」と記載してください。  

４．資料の入手方法  

（１） 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局において配布  

場所： 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  

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室  

（２）インターネットによる閲覧  

・環境省ホームページ  http://www.env.go.jp/info/iken.html  

・電子政府の総合窓口［e-Gov］ http://www.e-gov.go.jp/index.html  

（３）郵送による送付  

 郵送による送付を希望される方は、140円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び 

氏名を明記した返信用封筒（Ａ４版の冊子が折らずに入るサイズのもの）を同封の上、「『水 

産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値（案について』に対する意見募集関係資料希望」 

と封筒表面に明記し、上記「３.(３)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。  

 切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ 

御了承願います。  

５．問い合わせ先  

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 担当：平林、金子  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

mailto:mizu-noyaku@env.go.jp
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html


ＴＥＬ:03-3581-3351(内線6643)  

ＦＡＸ:03-3501-2717  

電子メール：mizu-noyaku@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務 

局 西嶋、吉川、平林 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14723 

 

 

☆除染情報プラザ関係  

＊「除染情報プラザ」による除染の専門家の派遣について 

 福島県及び環境省では、今後、除染等に関する市町村等への専門家の派遣や、ボランティア活動等の 

関連情報の提供への要請が高まると考えられることから、これらの拠点として「除染情報プラザ」を設 

置し、2012年1月20日（金）より専門家の派遣を開始します。  

１．背景・目的  

 放射性物質に汚染された地域における除染に関しては、今後の除染活動の本格化に伴い、その 

活動を支える各分野の専門家の市町村や町内会等からの派遣要請や除染ボランティアの需要が高 

まることが想定されます。 

特に専門家の派遣については、放射線全般に関する講習会での講師、放射線量のモニタリングに 

ついての技術指導、市町村委託の業者や除染ボランティア参加者に対する作業方法や放射線被ば 

くに係る留意事項の説明等のニーズがあります。  

 また、放射線や除染に関する専門家からは、除染活動を積極的に支援する旨の申し出がなされ 

ています。  

 そこで、福島県・環境省では、除染等に関する専門家を市町村等の要請に応じて派遣するとと 

もに、除染のボランティア活動等の関連情報の収集・発信を行う拠点として、国、福島県、関係 

機関、関係団体等の連携を図る「除染情報プラザ」を設置することとしました。  

 除染情報プラザでは、1月20日（金）より電話及びメールで、除染等に関する専門家の派遣要請 

の受付を開始します。 

なお、これらの専門家は、放射線に関する学会等の関係機関、関係団体の御協力の下、有志のボ 

ランティアとしてお集まりいただきました。専門家の要請から派遣までの一連の流れについては、 

以下の除染情報プラザのホームページを通じてご案内します。  

    ホームページのURL：http://www.env.go.jp/jishin/josen-plaza.html 

 なお、除染情報プラザについては、２月中を目途に閲覧スペースも設置し、相談員による専門 

家派遣の要請について対応や、除染に用いる資機材を展示する予定です。  

２．除染情報プラザのホームページの概要  

（１）除染専門家派遣のご案内  

 地域の特性に応じた除染の方法や、作業者の安全を確保するための放射線被ばくの観点から 

のアドバイス等の地域のニーズに応じた支援を行う専門家派遣する仕組みについて、支援内容、 

依頼から派遣までの流れ、依頼方法を紹介。  

mailto:mizu-noyaku@env.go.jp
http://www.env.go.jp/jishin/josen-plaza.html


（２）除染ボランティアの募集状況  

各市町村等による除染に関するボランティアの募集状況の紹介、除染に関する参考資料や除染 

ボランティアに参加する際の留意事項等の紹介。  

（３）除染情報プラザの紹介  

除染情報プラザの仕組み、専門家派遣機能等についての質疑応答を掲載。  

３．専門家の派遣内容  

（１）モニタリングのアドバイス  

放射線測定機器の使い方や線量測定の方法など、モニタリングについてのアドバイス。  

（２）放射線に関する講習  

放射性物質全般に関する基本的な知識などの講習。  

（３）除染関連の講習  

土地形態に応じた除染の留意点など、除染活動についてのアドバイスや講習。  

（４）除染現場でのアドバイス  

除染を実践するにあたり、現場での安全管理や除染方法の指導。  

【参考】 

環境省による放射性物質による環境汚染情報サイト 

http://josen.env.go.jp/  

 

担当：環境省水・大気環境局 大村、行木、増田 

    環境省福島環境再生事務所 伊藤、佐々木 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14734 

 

 

☆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」事業に係るインドネシアとの 

第４回専門家会合及び共同セミナーの開催結果について  

 平成23年度「日本モデル環境対策技術等の国際展開」事業に係るインドネシアとの協力事業として、 12 

月７日（水）に「第４回日尼専門家会合」と「パーム油工場からの排水管理に関する共同セミナー」を 

インドネシア環境省環境管理センターにおいて開催いたしました。  

１．経緯  

 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、 

環境対策技術を法制度整備、人材育成とパッケージにして、アジア諸国の排出企業に普及・展開 

する方策を検討し、中国・ベトナム・インドネシアを対象としてパッケージ施策を実現するため 

の二国間協力事業を実施しております。本事業の一環として、本年２月よりインドネシア環境省 

環境技術・人材能力強化担当局（第７局）との間で、産業排水対策分野を中心とする協力事業を 

実施しています。  

 昨年３月４日には日本で局長級会合を開催し、インドネシア環境省第７局長と当省水・大気環 

境局長との間で、今後の協力事業の内容を盛り込んだ協議議事録を作成し、両局長が署名を行い 

ました。  

http://josen.env.go.jp/


 この協議議事録の内容に基づき今年度も協力事業を実施しており、この度、政府間対話の場で 

ある「第4回日尼専門家会合」と環境管理に係る関係主体を対象とした「パーム油工場からの排水 

管理に関する共同セミナー」をジャカルタ近郊において開催いたしました。  

２．概要  

（１）開催日時  

共同セミナー        平成23年12月7日（水） 9:00～12:00  

第４回日尼専門家会合        12月7日（水）13:30～16:00  

（２）開催場所  

インドネシア環境省 環境管理センター（バンテン州セルポン）  

Kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan 15310, Banten,  

Indonesia  

（３）主な出席者  

（インドネシア側）  

ヘンリー・バスタマン    環境省 環境技術・人材能力強化担当局（第7局）長  

ハリ・ワヒュディ       環境省 第７局 環境管理センター長  

リスマワルニ・マーシャル 環境省 国家クリーナープロダクションセンター長  

ヒダヤティ           北スマトラ州 環境保護局長  

ほか、環境省、地方政府、企業等の専門家が専門家会合に参加。  

共同セミナーには、加えて、環境省、科学院、その他関係省庁、地方政府、大学・研究機関、 

企業等の専門家が参加。  

（日本側）  

西本 俊幸          環境省 水・大気環境局 総務課 環境管理技術室長  

ほか、環境省、(独)国際協力機構、(財)地球環境戦略研究機関、(社)産業環境管理協会、(社) 

日本産業機械工業会等の専門家が参加。  

共同セミナーには、日尼合計のべ約80名が参加しました。  

３．会合結果  

［第４回日尼専門家会合］  

・インドネシア環境省から、今後の二国間協力は、以下の３つの領域で行うことが提案され、合 

意しました。-北スマトラ州のパーム油工場における環境対策技術及び環境管理能力の向上並びに 

その水平展開 - 環境ラボを含む地方政府の環境管理能力向上-インドネシア環境省環境管理セ 

ンター（EMC）の強化による政策策定に必要なデータ分析能力の向上、地方の環境モニタリング能 

力向上への貢献また、持続可能な消費と生産の概念を本二国間協力の中に取り入れることが提案 

されました。  

・日本環境省から、2013年３月までの二国間協力事業の全体工程案を提示し、合意しました。 

 -環境対策技術の提案と実効性のある環境管理の仕組みを構築するための共同政策研究実施を中 

核とし、定期的な専門家会合及びワーキンググループ会合の開催、成果を関係主体に共有する共 

同セミナーの開催、訪日視察・研修の実施、並びに「インドネシア環境週間2012」展示会への参 

加を行う。-2012年11月の専門家会合で、本二国間協力事業の中間報告を実施する。  

・日本側から、モデル工場として選定した北スマトラ州ランカット県にある粗パーム油工場（PTPN? 

 Sawit Hulu）での現地調査結果並びにそれを踏まえた環境対策技術、工場内部の環境管理及び地 



方政府による工場への指導監督の改善策を報告しました。  

・北スマトラ州から、これまでに州政府で実施している環境保全のためのプロジェクトや2010年 

から2014年の環境保護政策の方向性が報告されました。また、共同政策研究の課題であるパッケ 

ージ施策構築に関して、モデル工場の課題として、技術の改善、環境管理担当者の能力強化、県 

政府の課題として、人材育成、県の環境モニタリングラボの能力の向上実施が指摘されました。 

更に、州政府として、県市のラボに対する指導、手順書や基準の策定等を行う考えが示されたほ 

か、県のラボの人材育成についてのEMCの協力についても期待感が示されました。  

［パーム油工場からの排水管理に関する共同セミナー］  

環境対策技術の導入、法制度の整備、人材の育成からなる「パッケージ・アプローチ」の好事例 

構築のためモデル工場に選定した北スマトラ州ランカット県の粗パーム油工場における共同政策 

研究の成果を中心としてプレゼンテーションを行い、環境管理に係る関係主体と情報を共有しま 

した。また、参加者との間で活発な質疑応答がなされました。  

・「粗パーム油工場における排水処理の改善提案」として、日本側から、対象モデル工場におけ 

るこれまで２回の専門家による現地調査結果を基に改善提案し、各段階で取り得る選択肢を提 

示しました。  

-第一段階：排水処理に係る基本的な項目の測定を実施  

-第二段階：排水経路変更と前処理により下流側の排水処理施設への負荷を低減  

-第三段階：現状の施設に比べてより先進的な排水処理施設を導入  

・「粗パーム油工場における環境管理能力向上にかかる協力事業について」として、対象モデル 

工場から、工場の組織、生産、排水処理の概要が説明され、これまでの日本側専門家の助言に 

従い、環境管理組織を設置したこと、簡易流量計を建設し運用に向けて準備中であることなど 

が報告されました。  

・「粗パーム油工場における環境モニタリングの重要性と環境管理センターによる指導のあり方 

について」として、日本側から、1990年代以降のJICAによるインドネシアの環境管理能力向上 

に係る協力事業の内容を紹介し、環境モニタリングが環境管理の基礎となること、地方政府は 

確かなモニタリング技術を獲得することが重要であり、「モニタリング技術」には、データの 

取得、処理、そして評価が含まれることを報告しました。また、モニタリングの実施と技術指 

導についてのEMCの地方政府への支援が重要であることを示しました。  

 

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=14732 

 

 

☆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/ 

 


