
☆食品リサイクル関係 

＊「食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 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」の合同開催及び一般傍聴 

について 

 農林水産省は、「食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会」を環境省の「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」と合同で、2月3日（金曜日）に全国町村会 

館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 

 食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会を、「食品循環資源の再生利用等 

の促進に関する法律」を共管している環境省の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル 

専門委員会と合同で開催し、食品廃棄物の発生抑制の目標値の策定について委員から意見を聴きます。 

また、食品廃棄物等の再生利用等の状況についての報告を行います。 

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2月3日（金曜日） 14時00分～16時00分 

会場：全国町村会館 2階ホールB 

所在地：東京都 千代田区 永田町1-11-35（別添参照） 

3.予定議事 

(1)食品廃棄物等の発生抑制の目標値について 

(2)食品廃棄物等の再生利用等の現状について 

(3)その他 

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又はインターネットにて、以下のお申込先に、件名を「食品リサイクル小委員会（平成24年2月3日 

開催）の傍聴希望」と記載し、氏名（フリガナ）、連絡先住所、電話番号、FAX番号、勤務先、所属団体 

及びメールアドレスを明記の上、お申込みください。 

（電話でのお申込みはご遠慮ください。） 

(1)FAXによるお申込先 

宛先：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 宛 

FAX：03-6738-6552 

(2)インターネットによるお申込先 

 https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/454c.html 

http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/index.html
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/454c.html


・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2月1日（水曜日）12時00分必着 

6.報道関係者の皆様へ 

 報道関係者で取材を希望される方には、別途席を御用意いたしますが、資料準備等の関係がございま 

すので、FAX又はインターネットにより、平成24年2月1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。 

また、当日は受付で記者証をご提示していただきますので予めご承知願います。 

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。 

 

担当：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/120130.html 

 

 

☆次世代エネルギーパーク関係  

＊新たに８件の次世代エネルギーパーク計画を認定！ 

本件の概要 

 経済産業省では、平成１９年度より太陽光発電等の次世代エネルギー設備や体験施設等を整備した 

「次世代エネルギーパーク」計画を推進しています。 

 再生可能エネルギーをはじめとした次世代のエネルギーについて、実際に国民が見て触れる機会を増 

やすことを通じて、地球環境と調和した将来のエネルギーの在り方に関する国民の理解の増進を図って 

います。 

 この度、昨年度に引き続き、地方自治体等の計画を公募したところ、８件の応募があり、審査委員会 



で審査した結果、いずれの計画も認定基準を満たしていることから、新たに８件、「次世代エネルギー 

パーク」計画として認定しました。 

 

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 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120124004/20120124004.html 

 

 

☆余剰電力買取制度関係  

＊太陽光発電の余剰電力買取制度における平成２４年４～６月の買取価格（案）につい 

て～パブリックコメントを募集いたします～ 

本件の概要 

 平成２１年施行の太陽光発電の余剰電力買取制度（※１）について、現行価格の有効期限が本年３月 

末で切れるため、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（※2）が施行される本年７月１日までの３か 

月間（４～６月）の買取価格について、パブリックコメントを行います。 

 具体的には、３か月間という適用期間の短い買取価格であり、新制度との無用の混乱を避けるため、 

本年度の買取価格を延長適用するとの案としております。 

 なお、今回、提示する買取価格案は、現行制度上の価格であり、施行準備中の固定価格買取制度上の 

買取価格とは直接の関係はありません。 

 

担当者：資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部再生可能エネルギー推進室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120125004/20120125004.html 

 

 

＊平成２４年度の太陽光発電促進付加金（太陽光サーチャージ）の単価の確定に伴う電 

気料金の認可について 

本件の概要 

 平成２１年１１月から開始された「太陽光発電の余剰電力買取制度」について、平成２４年度に適用 

される太陽光発電促進付加金（太陽光サーチャージ）の単価を認可しました。 

 

担当者：資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課省エネルギー・新エネルギー部再生可能エ 

ネルギー推進室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120125005/20120125005.html 

 

 

☆緑化優良工場等経済産業大臣表彰関係  

＊平成２３年度「緑化優良工場等経済産業大臣」表彰について～緑あふれた美しい工場 

をめざして～ 



本件の概要 

 経済産業省は、平成２３年度緑化優良工場等経済産業大臣賞を次の２工場に授与いたします。 

当表彰は、工場の緑化を積極的に推進し、工場内外の環境整備に顕著な功績のあった工場等を対象にし 

たものです。 

 表彰式は１月３１日（火）に財団法人日本緑化センター主催の第３０回工場緑化推進全国大会にて行 

います。 

 

担当：地域経済産業グループ立地環境整備課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120130001/20120130001.html 

 

 

☆生物多様性関係  

＊平成２４年度地域生物多様性保全活動支援事業の公募について 

 環境省では、平成22年度から、生物多様性保全に関する法律に基づく法定計画等の策定及び法定計画 

等に位置づけられた活動について支援する地域生物多様性保全活動支援事業を実施しています。 

 今般、平成24年度の新たな事業を募集しますので、お知らせします。  

 

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、山浦、福島、平山 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14737 

 

 

＊平成２４年度生物多様性保全推進支援事業の公募について 

 環境省では、平成20年度から、地域における生物多様性の保全・再生に資する活動等を支援する「生 

物多様性保全推進支援事業」を実施しています。 

 今般、平成24年度の新たな事業を募集しますので、お知らせします。  

１．事業の概要  

 自然共生社会づくりを着実に進めていくため、地域における生物多様性の保全再生に資する活 

動等に対し、活動等に必要な経費の一部を国が交付します（国費１／２以内）。  

２．公募対象  

 原則として、２以上の主体から構成され、地方公共団体等の参加を得た地域生物多様性協議会 

（以下、「協議会」という。）とします。  

 また、事業開始までに協議会の設置が見込まれる地方公共団体等についても公募の対象としま 

す。  

３．応募書類及び提出方法  

 公募要領の別添様式「応募申請書」に必要事項を記入・押印の上、郵送または持参により、下 

記提出先に２部提出するとともに、別途電子メール（NBSAP@env.go.jpあて）にて電子ファイルを 

送付して下さい。 

なお、その際に、電子メールの表題を「生物多様性保全推進支援事業応募書類（応募者名）」と 

mailto:NBSAP@env.go.jp


して応募書類の提出であることがわかるようにしてください。  

４．応募締切  

平成24年２月13日（月）（必着）  

５．提出先  

各地方環境事務所又は自然環境事務所（別添「提出先一覧」参照）  

６．その他  

 本事業は、国会での平成24年度予算の成立が前提となりますので、今後内容の変更等がある場 

合があります。  

７．お問い合わせ先  

環境省自然環境局自然環境計画課  

担当：平山  

TEL：03-3581-3351（内線6436） FAX：03-3591-3228  

電子メール：NBSAP@env.go.jp  

 

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、山浦、福島、平山 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14738 

 

 

＊平成23年度中央環境審議会 自然環境・野生生物合同部会（第1回）の開催について 

 平成24年２月９日（木）に、中央環境審議会自然環境・野生生物合同部会を開催し、生物多様性国家 

戦略の変更について諮問します。  

１．日時：平成24年２月９日（木）10:00～12:30  

２．場所  

TKP赤坂ツインタワーカンファレンスセンター７Ｆ「ホール７A」  

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー東館  

TEL：03-5574-7220  

３．議事  

（１）生物多様性国家戦略の変更について（諮問）  

（２）生物多様性国家戦略2010の実施状況の点検結果について  

（３）その他  

４．会議の傍聴について  

会議は公開で行います。傍聴を希望される方は、２月６日（月）17時必着で下記の申込先まで電 

子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。  

 

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 塚本、奥田、川越、岩浅 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14743 

 

 

mailto:NBSAP@env.go.jp


☆東アジアPOPSモニタリング関係  

＊第9回東アジアPOPsモニタリングワークショップの開催について 

 環境省は、タイ天然資源環境省の協力を得て、第９回東アジアPOPsモニタリングワークショップ 

（Workshop on Environmental Monitoring of Persistent Organic Pollutants in East Asian Countries） 

を、平成24年1月30日（月）から2月1日（水）までの３日間の日程で、バンコク（タイ）において開催し 

ます。  

１．背景・目的  

 残留性有機汚染物質（POPs）に関するストックホルム条約（以下、「POPs条約」という）は、 

PCBなどのPOPsによる地球規模の汚染を防止することを目的として、平成13年に採択され、平成16 

年5月17日より発効しています。  

 この条約では、締約国に対し、POPsの製造等の規制に加え、ヒト及び環境中におけるPOPsの存 

在状況を明らかにするために国内及び国際的な環境モニタリングを実施すること（第11条）、 

モニタリングデータを活用した条約の対策面での有効性の評価を行うこと（16条）が規定されて 

います。  

 環境省では、平成14年度より東アジア地域における国際協力によるモニタリング体制の構築及 

びPOPs条約の有効性評価に資するための継続的なデータ収集の円滑な実施を目的として、ワーク 

ショップを開催しています。  

２．ワークショップの概要  

（１）日時：平成24年1月30日（月）～ 2月1日（水）  

（２）場所：バンコク（タイ）  

（３）主催：環境省  

（４）協力：タイ天然資源環境省  

（５）参加者（予定）：  

○アジア地域11カ国（カンボジア、インドネシア、韓国、ラオス、マレーシア、モンゴル、フ 

ィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム及び日本）政府の実務担当者及び専門家。  

○国連環境計画（ＵＮＥＰ）及び北極圏監視評価計画（ＡＭＡＰ）の専門家。  

（６）主な内容：  

○東アジアの高頻度モニタリング地点（辺戸岬（沖縄県）、済州島（韓国））及びフィリピン 

等における調査結果（平成22年度調査分）の精査等について  

○平成24年度以降の東アジアPOPsモニタリング調査の計画について  

○今後のワークショップの開催について  

 なお、ワークショップは非公開で行いますが、ワークショップ終了後、結果の概要を公表する予定 

です。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課 早水、佐藤、岩下 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14736 

 

 

☆地下水質のモニタリング調査関係  



＊被災地の地下水質のモニタリング調査におけるダイオキシン類の測定結果（第２報） 

について 

 環境省では、東日本大震災を受け、平成23年６月から７月にかけて被災地の地下水について緊急的に 

ダイオキシン類の水質モニタリング調査を実施しましたが、このうち、地下水環境基準値を上回った福 

島県内の井戸について、周辺の井戸を含めて追加調査を実施しました。 

 今回、分析が終了しましたので、第２報として公表します。  

○結果概要  

 前回調査で地下水環境基準を上回った福島県内の井戸１地点及びその周辺井戸５地点の全６地 

点において、地下水環境基準値以下でした。（詳細別紙）  

○今後の予定等  

 福島県等の関係機関に測定結果を提供しました。今後、福島県等において継続的に地下水質の 

モニタリングを実施し、監視を行っていく予定です。  

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14739 

 

 

☆自然環境影響検討会関係  

＊地熱発電事業に係る自然環境影響検討会（第５回）の開催について 

 この度、地熱発電施設の設置・稼働による自然環境への影響を整理し、自然公園等に係る風致景観上 

の支障軽減策の検討を行うことで、自然環境に配慮した再生可能エネルギー導入の推進を図ることを目 

的として、「地熱発電事業に係る自然環境影響検討会（第５回）」を下記のとおり開催します。なお、 

検討会は公開で行います。  

１．地熱発電事業に係る自然環境影響検討会（第５回）の開催について  

日時：平成24年2月14日（火）13:30～16:30  

場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）  

 東京都千代田区九段北4-2-25  

議題（仮）：自然公園法の通知見直しに向けた基本的考え方について  

２．検討会の傍聴  

 本検討会は公開です。傍聴をご希望の方は、電子メール又はFAXにて、平成24年2月3日（金）17 

時必着（期日厳守）で、以下の連絡先までお申し込みください。  

申込記入事項：住所、氏名、勤務先、電話番号、電子メールアドレス又はFAX番号、「地熱発電事 

業に係る自然環境影響検討会傍聴希望」の旨記入 

一般傍聴定員：25名程度（定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。）  

※傍聴券はご指定いただいた送付先に2月8日（水）までに（電子メール又はFAXにて）お送りしま 

すので、当日必ずお持ちください。  

※当日取材を希望される報道関係者につきましても、同様にお申し込みください。また、カメラ 

撮りを希望される場合、その旨も併せてご登録をお願いします。（カメラ撮りについては、会議 

の冒頭のみでお願いします。また、必ず、自社腕章を携帯願います。）  



※申し込みの際に記入いただいた個人情報は、環境省保有個人情報管理規定に基づいて取り扱い、 

 「地熱発電事業に係る自然環境影響検討会」傍聴者の管理、傍聴券の発行以外に使用すること 

はありません。  

（連絡先：受託者）  

株式会社プレック研究所（担当：伊藤・増井）  

電話：03-5226-1106  FAX：03-5226-1114  

電子メール：jinetushizen-5@prec.co.jp  

 

担当：環境省自然環境局国立公園課 桂川、堀上、田村、田畑 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14742 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊「新メカニズム実現可能性調査シンポジウム」の開催について 

 環境省が実施している「平成23年度新メカニズム実現可能性調査」の結果報告並びに新メカニズムと 

しての二国間オフセット・クレジット制度の構築に関する情報提供を行うため、「新メカニズム実現可 

能性調査シンポジウム2012」を、平成24年2月27日（月）に東京で開催いたします。  

 我が国は、日本の先進的な低炭素技術等の海外展開による排出削減が適正に評価される仕組みが重要 

であるため、そのための新たなメカニズムとして、中期目標達成に活用できる「二国間オフセット・ク 

レジット制度」の導入を提案しています。 

 昨年末、南アフリカ・ダーバンで開催されたＣＯＰ17では、締約国が個別に又は共同で、各国の事情 

に応じた様々な手法の実施に向けた検討を行うこととなり、二国間オフセット・クレジット制度の実現 

に向けた様々な取組を進めていくことが求められています。  

 環境省においては二国間オフセット・クレジット制度における具体的な案件形成に向け、29案件の「新 

メカニズム実現可能性調査」を実施してきました。本シンポジウムでは、二国間オフセット・クレジッ 

ト制度を含む新メカニズムの国際交渉の最新情報と、二国間オフセット・クレジット制度のための実現 

可能性調査の今後の方向性を示すとともに、本年度の新メカニズム実現可能性調査の調査結果報告を行 

います。  

■開催概要：  

日時：平成24年2月27日（月）13:00～17:00  

会場：イイノホール  

 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1  TEL：03-3506-3251  

 http://www.iino.co.jp/hall/access.html  

参加ご希望の方は、次の申込み先まで（ホームページ、Eメール、またはFAXにて）2月23日（木） 

までにお申し込みください。 

（詳細は別紙リーフレットを参照。）  

お申込み・お問合わせ先  

（公財）地球環境センター（GEC）「温暖化対策シンポジウム」係  

ウェブサイト：http://gec.jp/jp    Eメール：gwsympo@gec.jp  

mailto:jinetushizen-5@prec.co.jp
http://www.iino.co.jp/hall/access.html
http://gec.jp/jp
mailto:gwsympo@gec.jp


FAX：06-6915-0181  

 

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、水野、橋本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14745 

 

 

☆地球に優しい企業行動調査関係  

＊「環境にやさしい企業行動調査」の結果について 

 環境省が、平成３年度から継続して実施している「環境にやさしい企業行動調査」について、平成22 

年度における調査結果を取りまとめました。 

 調査の結果によると、環境への取組を社会的責任として実施している企業は８割以上と、高い割合を 

占めています。 

地球温暖化対策については、「方針を定め、取組を行っている」と回答した企業は約６割と、昨年度よ 

り増加しました。 

また、生物多様性保全への取組については、「企業活動と大いに関連があり、重要視している」と回答 

した企業が増加しており、引き続き、環境への取組を経営に取り入れる傾向がみられました。  

１．調査の内容  

 各社の平成22年度における取組について平成23年9月～10月にかけてアンケート調査を実施し 

た。  

（１）調査対象  

・東京、大阪及び名古屋証券取引所1部及び2部上場企業  2,384社  

・従業員500人以上の非上場企業及び事業所          4,293社  

・合計                          6,677社  

（２）有効回答数  

・東京、大阪及び名古屋証券取引所1部及び2部上場企業  1,034社（43.4％）  

・従業員500人以上の非上場企業及び事業所       1,889社（44.0％）  

・合計                        2,923社（43.8％）  

２．調査結果の概要（詳細については別添「環境にやさしい企業行動調査結果（概要版）」参照） ※ 

割合は、いずれも有効回答が得られた企業に占める割合です。  

（１）環境に関する取組状況等について  

 環境への取組と企業活動のあり方については、「社会的責任（CSR、社会貢献を含む）」と回答 

した企業が最も多く全体の81.9％を占めています。  

（２）環境マネジメントシステム等の監査、認証等について  

 ISO14001の認証取得状況については、一部事業所での認証も含めて「認証を取得した」と回答 

した企業の割合が62.5％となっており、昨年度（63.4％）とほぼおなじ割合となっています。  

 売上高別にみると、売上高が高い企業ほど認証を取得した割合が高くなっています。  

（３）子会社、取引先との関係について  

 子会社の環境配慮の取組に関する指導の状況については、「実施している」（50.2％）、「主 

要な子会社のみ実施している」（15.7％）となっており、合わせると65.9％と全体の６割以上と 



なっています。  

（４）環境会計について  

 環境会計の導入状況の推移については、「既に導入している」と回答した企業が25.0％（昨年 

度25.4％）、「検討している」と回答した企業が7.0％（昨年度9.1％）となっており、いずれも 

昨年度からわずかに減少しています。  

 環境会計の導入状況を売上高別にみると、売上高が高い企業ほど環境会計を「既に導入してい 

る」と回答した企業の割合が高くなっています。  

（５）環境に関する情報開示、コミュニケーションについて  

 環境報告書の作成・公表の状況については、「環境報告書（CSR報告書、持続可能性報告書等の 

一部も含む）を作成・公表している」と回答した企業が36.5％となっており、昨年度（35.9％） 

よりやや増加しています。  

 売上高別にみると、5千億円以上の企業では、「環境報告書（CSR報告書、持続可能性報告書等 

の一部も含む）を作成・公表している」と回答した企業は８割以上となっています。  

（６）環境ビジネスについて  

 環境ビジネスの位置付けについては、「既に事業展開をしている、又はサービス・商品等の提 

供を行っている」と回答した企業が41.2％、「今後、事業展開の予定」「今後取り組みたい」を 

合わせると６割の企業が環境ビジネスを前向きに位置付けています。  

（７）地球温暖化防止対策について  

 地球温暖化防止対策への取組に対する位置付けについては、「方針を定め、取組を行っている」 

と回答した企業の割合は60.8％となっており、昨年度（59.4％）より増加しています。  

（８）生物多様性の保全について  

 生物多様性の保全への取組と企業活動のあり方については、「企業活動と大いに関連があり、 

重要視している」と回答した企業の割合は19.7％となっており、昨年度（17.2％）より増加して 

います。  

 また、事業活動における生物多様性保全の取組状況についても、「方針を定め、取組を行って 

いる」「方針は定めていないが、取組は行っている」を合わせて27.3％となっており、生物多様 

性保全の取組を行っている企業が年々増加しています。  

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、猿田、小西 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14752 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会地球環境部会第８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８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２月１０日（金）９：００～１２：００  

２．場所：全国都市会館 ３階『第２会議室』 

       東京都千代田区平河町２－４－２ 

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

３．議題：  

（１）ヒアリングの総括について 

（２）ワーキンググループからの報告について 

（３）複数の選択肢の原案を評価する際の観点について 

（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８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２月７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、「第８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２月７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８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=14757 

 

 

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


☆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/ 

 

 


