
☆生物多様性関係  

＊「農林水産省生物多様性戦略」の改定について 

 農林水産省は、生物多様性をより重視した持続可能な農林水産業を推進するため、平成19年7月に策定した 

「農林水産省生物多様性戦略」を改定しました。 

「農林水産省生物多様性戦略」について 

  農林水産業は自然に働きかけ、その恵みを享受する生産活動です。 

このため、生物多様性の保全を重視した農林水産業を推進するための指針として平成19年7月に策定し、 

生物多様性の保全に資する施策の実施に取り組んできました。 

  その後、生物多様性基本法(平成20年6月)や生物多様性地域連携促進法(平成22年12月)等が制定され、 

我が国の生物多様性を保全するための施策が強化されるとともに、平成22年10月には名古屋市において 

「生物多様性条約 第10回締約国会議」（COP10（注））が開催され、生物多様性の保全に関する今後の 

世界目標となる「戦略計画2011-2020(愛知目標)」等が決定されました。 

 このような国内外の情勢の変化を踏まえて、COP10以降、「農林水産省生物多様性戦略検討会」にて議 

論を重ね、平成23年12月27日に開催した「農林水産省生物多様性戦略検討会(第21回)」において、戦略 

について所用の改定を行いました。 

 本戦略は、農林水産分野における生物多様性の保全や持続可能な利用を強力に推進するための指針と 

して、概ね今後10年間を見通した上での課題や施策の方向性を明らかにするとともに、今後5年間程度に 

おける具体的な施策を示すものです。 

「農林水産省生物多様性戦略」の内容は以下のURLでご覧になれます。  

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_senryaku/index.html 

「農林水産省生物多様性戦略検討会」に関する情報は以下のURLでご覧になれます。  

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_senryaku/seibutu_tayo/index.html 

(注)COP10: The tenth meeting of the Conference of the Parties 

戦略改定のポイント 

今改定によって、本戦略は、 

・生物多様性保全に効果の高い営農活動を直接支援する環境保全型農業直接支払い制度や、森林・林業 

基本計画を踏まえた、 

・適切な間伐等の実施や多様な森林づくり等により、生物多様性をより重視した持続可能な農林水産業 

を推進します。  

  また、地域住民、農林漁業者等の多様な主体による持続可能な農林水産業を支える取組の推進等によ 

り農山漁村の活性化をさらに推進していきます。  

  これらの施策の推進により、「戦略計画2011-2020・愛知目標」の達成にも寄与していきます。  

・生物多様性における農林水産業の役割の経済的な評価のための検討に着手します。  

・東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において、農地、森林、漁場等の復興や持続可能な農林 

水産業を復興させることで生物多様性の保全に寄与します。  

などの方向を示しました。 

参考 

平成23年12月15日付けプレスリリース「「農林水産省 生物多様性戦略検討会（第21回）」の開催及び一 

般傍聴について」 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/111215.html 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_senryaku/index.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_senryaku/seibutu_tayo/index.html
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/111215.html


 

担当：農林水産省大臣官房環境政策課保全対策班 林、大木、本宮 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/120203.html 

 

 

＊生物多様性国家戦略2010の実施状況の点検結果及びそれに対する意見募集（パブリッ 

クコメント）の結果について 

 生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議では、平成22年３月に閣議決定された生物多様性国家戦略2010 

に基づく施策等の実施状況について点検結果を取りまとめました。本案については、平成23年11月25日 

（金）から平成23年12月26日（月）までの間、意見募集（パブリックコメント）を行い、１件の意見提 

出がありました  

１．点検について  

 平成20年６月に生物多様性基本法が施行したことを受け、平成22年３月に同法に基づく生物多 

様性国家戦略2010が閣議決定されました。 

生物多様性国家戦略2010では、同戦略に基づく施策等の実施状況について、関係省庁が自主的な 

点検を行い、生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議が取りまとめ、中央環境審議会に報告するこ 

ととしています。 

 今回の点検は主に平成22年３月から平成23年７月までの施策等を対象としており、以下の内容 

で構成されています。  

◆点検結果の構成  

第１章 ４つの基本戦略に関する取組状況について  

１．「生物多様性を社会に浸透させる」に関する取組  

２．「地域における人と自然の関係を再構築する」に関する取組  

３．「森 ・ 里 ・ 川 ・ 海のつながりを確保する」に関する取組  

４．「地球規模の視野を持って行動する」に関する取組  

第２章 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する行動計画の点検結果  

１．数値目標の点検結果  

２．具体的施策の点検結果  

２．意見募集（パブリックコメント）について  

（１）意見募集の概要  

生物多様性国家戦略2010の実施状況の点検結果（案）について、以下のとおり意見募集を行い 

ました。  

［１］意見募集期間 ： 平成23年11月25日（金）～平成23年12月26日（月）  

［２］実施方法 ： 電子政府の総合窓口、環境省ホームページ  

［３］意見提出方法 ： 郵送、ＦＡＸ、電子メール  

（２）ご意見の提出件数  

１件  

（３）ご意見及びご意見への対応  

別添資料「生物多様性国家戦略2010の実施状況の点検結果（案）に対するご意見及びご意見へ 



の対応」の通り。  

以下の資料は、下記URLからダウンロードして下さい。  

・生物多様性国家戦略2010の実施状況の点検結果[はじめに～第１章]  

・生物多様性国家戦略2010の実施状況の点検結果[第２章 １．数値目標の点検結果]  

・生物多様性国家戦略2010の実施状況の点検結果[第２章 ２．具体的施策の点検結果]  

・生物多様性国家戦略2010の実施状況の点検結果（案）に対するご意見及びご意見への対応  

■環境省HP＞報道発表資料  

http://www.env.go.jp/press/index.php  

 

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、岩浅、笹渕 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14785 

 

 

☆放射性セシウムを含む飼料関係  

＊放射性セシウムを含む飼料の暫定許容値の改訂について 

 農林水産省は、牛用飼料の放射性セシウムの暫定許容値を改訂します。 

また、これに合わせた飼養管理、除染対策の推進及び牧草の調査方法等に関する指導等を行います。 

なお、豚、家きん等の飼料の暫定許容値についても、今年度内に改訂します。 

概要 

飼料の暫定許容値の改訂について 

1.  農林水産省は、畜水産物が食品の放射性セシウムの基準値を超えないように、飼料中の放射性セシウ 

ムの暫定許容値を設定しています。 

  （牛、豚、家きん等用飼料  300ベクレル/kg、 養殖魚用飼料  100ベクレル/kg）  

2.  国、県等は、飼料作物や牧草中の放射性物質の含有量を調査したり、牛の飼養試験を実施したりして、 

データを蓄積してきました。 

3.  今般、厚生労働省の食品の基準値の見直しの検討をきっかけとして、これまでに蓄積したデータを活 

用して、牛用飼料の暫定許容値を改訂し、関係者にお知らせすることとしました。 

4.  改訂後の暫定許容値に対応するため、生産者に対し、牧草等の粗飼料について代替粗飼料への速やか 

な切り替えを指導します。 

5.  輸入穀物を原料とする配合飼料が主体を占めている豚や家きん等の飼料の暫定許容値については、飼 

料から畜水産物への放射性セシウムの移行試験等の知見を収集しているところであり、その結果を踏 

まえて、今年度内に改訂します。   

 

担当：農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 小原、功刀 

           生産局畜産部畜産振興課草地整備推進室 小倉、丹菊 

           生産局農産部穀物課 内田、宮本 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/120203.html 

 

http://www.env.go.jp/press/index.php


 

☆工場立地法関係  

＊工場立地に関する準則の一部改正に係る公布及び施行について～太陽光発電施設の 

生産施設面積率の上限を緩和～ 

本件の概要 

 経済産業省は、本日、工場立地に関する準則（告示）の一部を改正し、公布・施行しました。 

本改正は、一定規模以上の太陽光発電施設を設置する際に適用される工場立地法の規制のうち、敷地に 

対して設置が可能である生産施設の面積の割合の上限を５０％から７５％へ引き上げるものです。 

 本件は、「エネルギー・環境会議」におけるエネルギー規制・制度改革の議論を受け、工場立地法に 

おける太陽光発電施設の取扱いについて、産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会 

で審議を行い、その結果を踏まえ、改正をしたものです。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：経済産業省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/2011/01/20120131001/20120131001.html 

 

 

☆３R関係  

＊平成23年度 使用済製品等のリユースに関するモデル事業の実施について 

 循環型社会を形成するための３Ｒ（発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサ 

イクル））の取組のうち、リユースについてはより一層の促進が必要とされています。 

 地方自治体が収集する粗大ごみ等のうち１～２割程度が、中古品として販売が可能とのデータが得ら 

れているところ、リユース事業者の知見や事業体制を活用することで、リユースを促進することが必要 

との指摘がされています。 

 そこで環境省では、神奈川県秦野市、京都府綾部市と連携し、リユース事業者の協力を得て、使用済 

製品等のリユースの促進を図るためのモデル事業を実施します。（平成23年12月5日の報道発表資料の追 

加のお知らせです。） 

 モデル事業の取組の効果や課題の整理及び課題への対応策の検討等を行うことで、今後の使用済製品 

等のリユースに関する施策等に活かす予定です。  

１．モデル事業の概要と目的  

 循環型社会を形成するための３Ｒ（発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用 

（リサイクル））の取組のうち、リユースについてはより一層の促進が必要とされています。 

 環境省が昨年度から実施している「使用済製品等のリユース促進事業」では、地方自治体が収 

集する粗大ごみ等のうち１～２割程度が、中古品として販売が可能とのデータが得られました。 

このような使用済製品等のリユースを促進することにより、廃棄物の処分量の削減が期待できる 

と考えられます。 

 一方、地方自治体において使用済製品等のリユースを促進するには、地方自治体の人員等の体 

制や保管場所、ノウハウ等の不足についての対応が必要であり、この対応策の一つとして、リユ 

ース事業者の知見を活用することが指摘されました。 



 そこで環境省では、神奈川県秦野市、京都府綾部市と連携し、リユース事業者の協力を得て、 

使用済製品等のリユースを進めるモデル事業を実施いたします。 

 モデル事業の取組の効果や課題の整理及び対応策の検討等を行うことで、今後の使用済製品等 

のリユースに関する施策等に活かす予定です。 

（平成23年12月5日にお知らせした、愛知県大府市、大阪府泉大津市、群馬県明和町、東京都世田 

谷区に加え、上記２市と連携し実施いたします。） 

 なお、本モデル事業で各市区町と連携するリユース事業者は、リユース業の業界団体であるジ 

ャパンリサイクルアソシエーション（ＪＲＣＡ）、日本リユース機構（ＪＲＯ）及び日本リユー 

ス業協会（ＪＲＡＡ）の各会員事業者を中心に協力を依頼しています。  

２．モデル事業の実施期間  

 現在のところ、平成24年２月末日までを予定しています。  

３．モデル事業の詳細  

 市が回収した粗大ごみ等のうち、まだ中古品として利用・販売できると思われる製品を取り置 

き、連携するリユースショップに中古品として買取を依頼します。対象とする製品は、排出者（市 

民）の方からリユースをしてもよいと確認が取れたものに限ります。 

なお、中古品として利用・販売ができないと判断されたものは市が適切に処理を行います。 

また、市民の方を対象にアンケート調査を実施し、モデル事業の取組の効果や課題の整理を行い 

ます。（各地域の詳細は別紙１、２をご参照ください。）  

 

担当者：環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 森下、眼目、吉田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14765 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済 

製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会「小型電気電子機器リサイクル制度の在 

り方について（第一次答申案）」に対する意見募集の結果及び環境大臣への答申につい 

て 

 平成23年12月27日（火）から平成24年１月17日（火）に行った「小型電気電子機器リサイクル制度の 

在り方について（第一次答申案）」に対する意見募集（パブリックコメント）について、その結果を公 

表します。 

 この結果を受け、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用 

済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会において審議され、中央環境審議会会長から１月31日 

付けで環境大臣へ答申がなされました。  

１．意見募集の概要  

(1) 意見募集対象  

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の 

有用金属の再生利用に関する小委員会「小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について 

（案）」  



(2) 意見募集期間  

平成23年12月27日（火）～平成24年１月17日（火）  

(3) 告知方法  

電子政府の総合窓口（e-Gov）、関係資料を環境省ホームページに掲載、報道発表、資料の配付  

(4) 意見提出方法  

電子メール、ファックス及び郵送のいずれか  

２．意見の概要及びこれに対する考え方  

頂いた意見の概要及びこれに対する考え方については、別添１のとおりです。  

３．「小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について（第一次答申）」について  

とりまとめられた答申は別添２のとおりです。  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室  森下、杉村、湯本、佐藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14767 

 

 

＊中央環境審議会第６７回総合政策部会の開催について 

 中央環境審議会第６７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２月２１日（火）１４：００～１７：００  

２．場所 ホテルフロラシオン青山 ３階 孔雀の間（東京都港区南青山4-17-58）  

３．議題（予定）  

・第四次環境基本計画（案）について  

・その他  

４．傍聴  

 傍聴を希望される方は、２月１３日（月）１７：００（必着）までに、電子メール又はＦＡＸ 

にてお申し込みください。 

お申し込みの際は、件名に「第６７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  

ＴＥＬ：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=14780 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊オフセット・クレジット(J-VER)制度を活用した復興支援に係る事業者支援の開始に 

ついて 

 ・ 環境省では、東日本大震災の被災地支援に係る支援事業として、オフセット・クレジット(J-VER) 

制度を活用した復興支援に係る事業者支援を開始します。  

 ・ 事業者支援の内容は以下の通りです。 

   [1] 被災地で創出されたオフセット・クレジット(J-VER)及び都道府県J-VER（以下「被災地産J-VER 

等」という。）の創出に係る事業者支援 

   [2] 被災地産J-VER等を活用したカーボン・オフセット認証取得に係る事業者支援 

   [3] 被災地産J-VER等を活用したカーボン・ニュートラル認証取得に係る事業者支援  

 ・ これらの事業は、第1次公募として、1月31日(火)より公募を開始します。 

   各事業の締切は以下の通りです。  

[1] 被災地産J-VER等の創出に係る事業者支援  

第1次公募：2012年1月31日(火)～2012年2月17日(金) 17:00まで 

第2次公募：2012年2月20日(月)～2012年3月13日(火) 17:00まで  

[2] 被災地産J-VER等を活用したカーボン・オフセット認証取得に係る事業者支援  

第1次公募：2012年1月31日(火)～2012年2月29日(水) 17:00まで  

[3] 被災地産J-VER等を活用したカーボン・ニュートラル認証取得に係る事業者支援  

第1次公募：2012年1月31日(火)～2012年2月29日(水) 17:00まで  

１．被災地産J-VER等の創出に係る事業者支援について 

(１)事業者支援の内容 

 被災地産J-VER等の創出に資する事業であって、以下に掲げるものについて、支援を実施します。 

[1]プロジェクト計画書作成・妥当性確認支援   

 応募時点で策定済みの方法論（参考の気候変動対策認証センターHP参照）を活用した事業ま 

たは新規方法論の策定に資する事業として採択が見込まれる事業者を対象とし、J-VER制度に基 

づく妥当性確認（バリデーション）まで終了見込みの事業について、プロジェクト計画書・モ 

ニタリングプラン作成指導、妥当性確認時の問い合わせへの対応、妥当性確認費用の負担（100 

mailto:sokan-keikaku@env.go.jp


万円を上限に全額）  

[2]モニタリング実施・検証受検支援  

 プロジェクトの登録を受けた事業者のうち、第三者検証を終える意思を有する事業者を対象 

に、モニタリングに係る経費の支援（100万円を上限に全額※）、モニタリング報告書作成にあ 

たっての指導、検証機関情報の提供、検証時問い合わせへの対応、検証費用の負担（100万円を 

上限に全額）のほか、オフセット・クレジット（J-VER）の買い手情報の提供を行います。 

 ※モニタリングに必要な設備、機材等の物品の購入費は支援の対象になりません。  

(2)支援対象及び採択基準 

 事業の目的及び下記の応募要件（[1]～[3]）への適格性を確認し採択いたします。なお、採択結果 

に関する質問にはお答えいたしかねますので、予めご了承下さい。 

[1]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※で事業を実施すること。  

※特定被災地方公共団体一覧 

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

[2]J-VER制度のプロジェクトとして適当であること（方法論等のJ-VER制度文書との適合性が確認 

できること）。もしくは、方法論が用意されていない事業の場合、新規方法論の策定可能性が 

あること。  

[3]事業実施スケジュールが実現可能なものであること。  

(3)公募期間等 

第1次公募：2012年1月31日(火)～2012年2月17日(金) 17:00まで 

第2次公募：2012年2月20日(月)～2012年3月13日(火) 17:00まで  

(4)応募方法 

 事業者支援の受付につきましては、（株）三菱総合研究所に委託して実施しております。 

 資料1「事業者支援応募様式」に必要事項をご記入の上、下記応募先までメールでご応募ください。 

  ※メールをご利用になれない場合は、ご郵送にてご応募ください。 

 (5)公募説明会の概要 

 事業者支援の公募説明会については、下記の通り開催致します。 

２．被災地産J-VER等を活用したカーボン・オフセット認証取得に係る事業者支援について 

(1)事業者支援の内容 

 被災地J-VER等を用いたカーボン・オフセットを通じた民間資金の還流と、当該取組を通じたカー 

ボン・オフセットの更なる認知度向上を促し、復興支援・地域支援につなげるため、被災地産J-VER 

等を企業・市民等がカーボン・オフセットに活用するための支援事業の公募を行います。 

 採択された事業者(全国で20件程度)に対して、カーボン・オフセットプロバイダー(注)が150万円 

(税抜き)/件を上限に下記の支援業務を実施します。なお、カーボン・オフセットに必要なクレジッ 

ト調達費用は申請者の自己負担となります。 

【支援内容】 

[1]カーボン・オフセットの企画に対するアドバイス  

[2]温室効果ガス排出量算定・オフセット認証費用支援  

[3]情報提供ツール作成支援(プレスリリース、WEBサイト、CSR報告書等での紹介方法)  

※申請にあたっては、希望するカーボン・オフセットプロバイダーを応募資料に明記してください。

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


支援業務の契約は、事務局 

 (三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社)とカーボン・オフセットプロバイダー間で締結し 

ます。 ※なお、現時点で想定するカーボン・オフセットプロバイダーがない場合は、気候変動対策 

認証センターのあんしんプロバイダー制度参加者一覧  

 (http://www.4cj.org/label/provider/index.html)等をご参照ください。  

(2)支援対象と採択基準 

 対象となるカーボン・オフセットの取組は、「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機 

関による認証基準」の第1章2.(2)認証区分にある、市場流通型（商品使用・サービス利用オフセット、 

会議・イベント開催オフセット、自己活動オフセット、自己活動オフセット支援）を対象とします。 

 なお、公募期間以前に実施された事業については、本事業の対象外とします。 

 案件の採択は、以下の項目等を審査して決定します。なお、採択結果に関する質問にはお答えいた 

しかねますので、予めご了承下さい。 

[1]カーボン・オフセットの指針から見た適切性  

認証ラベル取得が可能かどうか、環境省の認証基準に基づいているかどうかを審査します。  

[2]被災地産J-VER等を活用したカーボン・オフセットの取組のモデル性 

1）被災地産J-VERを活用したビジネスモデルとしての新規性・先進性があり、他の事業者等への 

波及効果が見込める取組（被災地産J-VER等の利用促進効果）  

2）被災地の地場産品・サービス業等の販売・利用促進、雇用創出など、地域経済活性化に資する 

取組（被災地の産業等に対する直接的な支援効果）  

3）被災地の新たな地域ブランド化やPRの促進等に資する取組（被災地の産業等に対する間接的な 

支援効果  

(3)公募期間等 

第1次公募：2012年1月31日(火)～2012年2月29日(水) 17:00まで 

(4)応募方法 

 事業者支援の受付につきましては、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）に委託して実施し 

ております。 

資料4「オフセット認証取得支援事業応募様式」に必要事項をご記入の上、下記応募先までメールで 

ご応募ください。 

※メールをご利用になれない場合は、ご郵送にてご応募ください。 

３．被災地産J-VER等を活用したカーボン・ニュートラル認証取得に係る事業者支援について 

(1)事業者支援の内容 

 被災地産J-VER等を用いたカーボン・ニュートラルの取り組みを通じた民間資金の還流と、当該取 

組を通じたカーボン・ニュートラルの更なる認知度向上を促し、復興支援・地域支援につなげるため、 

被災地産J-VER等を活用したカーボン・ニュートラル認証取得支援事業の公募を行います。 

 採択された事業者(全国で3件程度)に対して、カーボン・ニュートラル認証(CN認証)またはカーボ 

ン・ニュートラル計画登録にあたっての下記の事業費用を支援します。 

 なお、カーボン・ニュートラルに必要なクレジット調達費用は事業費の対象外ですので、ご注意願 

います。  

【支援内容】 

下記の事業費について、880万円(税抜き)/件を上限に支援を行います。 

http://www.4cj.org/label/provider/index.html


[1]カーボン・ニュートラルの企画立案・審査書類作成  

[2]温室効果ガス排出量算定  

[3]検証費用  

[4]情報提供ツール作成 (プレスリリース、WEBサイト、CSR報告書等での事例紹介)  

(注1)採択事業者と事務局(MURC)の間で施行事業実施に係る委託契約を締結します。  

(注2)検証受検にあたっては、検証機関を選定して、別途、契約を行う必要があります。 

   なお、検証に要する費用や時間は機関によって異なりますので、各機関にお問い合わせくださ 

い。検証機関については、カーボン・ニュートラル制度事務局のホームページ

(http://www.jcs.go.jp/)により最新のリストを確認して下さい。  

(注3) カーボン・ニュートラル認証(CN認証)またはカーボン・ニュートラル計画登録に係る認証主体 

の審査費用は無料です。  

(2)支援対象 

 本事業の応募者は、以下の（1）～（4）に該当する日本の団体であって、カーボン・ニュートラル 

認証の申請を予定している事業者(カーボン・オフセットプロバイダーやコンサルタント会社の代理 

申請は不可)であり、本業務を円滑に遂行するために必要な実施体制と資金についての十分な管理能 

力（ア.団体の意志を決定し、本調査に係る活動を執行できる組織が確立していること、イ.自ら経理 

し、監査することのできる会計組織を有すること、ウ.活動の本拠としての事務所を有すること）が 

あることを条件とします。 

(1)民間企業  

(2)民間法人、特定非営利活動法人（NPO）  

(3)地方公共団体  

(4)その他、上記に準じる団体であり事業を円滑に遂行することができると認められる団体 なお、 

カーボン・ニュートラル認証取得にあたっては、「認証主体及び検証機関から独立し、利害関 

係を有しておらず、かつ、国内外における法令を順守している者であること」が条件となるこ 

とに注意してください。  

(3)公募期間等 

第1次公募：2012年1月31日(火)～2012年2月29日(水) 17:00まで 

(4)応募方法 

 事業者支援の受付につきましては、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）に委託して実施し 

ております。資料7・資料8「ニュートラル認証取得支援事業応募書類(提案書及び経費内訳書)」に必 

要事項をご記入の上、下記応募先までメールでご応募ください。 

※メールをご利用になれない場合は、ご郵送にてご応募ください。 

 

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=14768 

 

 

☆エコアクション２１関係  

＊エコアクション２１業種別ガイドラインの公表について 

http://www.jcs.go.jp/


 平成23 年6 月に策定された「エコアクション２１ガイドライン 2009 年版（改訂版）」に基づき、エ 

コアクション２１業種別ガイドラインを新たに策定しましたので、公表します。  

１．策定経緯・概要  

 「エコアクション２１ガイドライン 2009 年版（改訂版）」では、第２章「６．業種別ガイド 

ラインと実施要項等」において、特定の業種向けガイドライン（以下、業種別ガイドライン）の 

策定について規定しています。この規定をもとに、エコアクション２１中央事務局から提出を受 

けた、業種別ガイドライン案について、エコアクション２１ガイドラインとの準拠性の確認作業 

を進めてまいりました。  

 このたび、以下のとおり各ガイドラインがまとまりましたので公表します。  

（１）「エコアクション２１ 建設業者向けガイドライン 2009 年版」  

主に、土木工事業・建設工事業など工事の完成を請け負う事業者が対象となります。エコアク 

ション２１の基本的な取組に加え、生コンクリート、木材、土砂等の資源使用量の把握、事務 

所だけでなく建設現場での環境への取組を要求しています。  

（２）「エコアクション２１ 産業廃棄物処理業者向けガイドライン 2009 年版」  

主に産業廃棄物処理業者を対象としています。廃棄物処理業において必要な環境取組や情報開 

示の方法について取りまとめています。  

（３）「エコアクション２１ 食品関連事業者向けガイドライン 2009 年版」  

主に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律で規定される食品関連事業者を対象として

います。基本的なエコアクション２１の 

取組に加え、同法の遵守が求められます。  

（４）「エコアクション２１ 大学等高等教育機関向けガイドライン 2009 年版」  

主に学校教育法で規定される、大学及び高等教育専門学校を対象としています。教育機関が環 

境マネジメントシステムを構築するにあたり、必要な事項や方法を取りまとめたものです。  

なお、各業種別ガイドラインについては、下記ＨＰにて準備が整いしだい公表いたします。  

（URL）http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-5.html  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、猿田、諸田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14770 

 

 

☆ウォームビズ関係  

＊2011年度ウォームビズについて（第四報） 

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

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

ています。 

 本キャンペーンの一層の推進にあたり、WARM BIZ施策の一環として、チャレンジャー企業である北海 

道空港株式会社では、北海道の玄関口新千歳空港ターミナルビル“北海道ショールーム”やラジオでの 

WARM BIZの呼びかけに加え、雪まつりの開催にあわせて空港内で実施する「ウインターカーニバル」（２ 

月４日（土）～12日（日））において、WARM BIZを啓発する各種イベントや展示を実施します。 

http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-5.html


 また、チャレンジャー企業である（財）全日本スキー連盟（SAJ）では、２月18日（土）～19日（日） 

に新潟県苗場スキー場にて開催される「2012 FIS Freestyle Ski World CUP in Naeba」において、会場 

内各所でチャレンジ２５キャンペーンが推進する６つのチャレンジやWARM BIZの啓発活動を展開します。  

1.新千歳空港「ウインターカーニバル」WARM BIZキャンペーン 実施概要  

（１）あったかいを体感！１０００人鍋祭り  

日時：平成24年２月５日（日） 13：30～ （なくなり次第終了）  

会場：新千歳空港ターミナルビル国内線２階 センタープラザ  

特別協力：チャレンジ２５キャンペーン（環境省）  

内容：食によるWARM BIZを呼びかけ、賛同いただいた来場者に「北海道白雪鍋」をお椀一杯分、 

先着1,000名様に振る舞います。  

    （２）WARM BIZセミナー  

日時：平成24年２月11日（土）11:15～11:45、15:10～「北海道白雪鍋」の配布あり  

会場：新千歳空港ターミナルビル国内線２階 センタープラザ  

特別協力：チャレンジ２５キャンペーン（環境省）  

内容：「衣・食・住を工夫してウォームビズライフを実践しよう」と題し、衣・食・住のスペ 

シャリストが、ちょっとした工夫で簡単にできる、WARM BIZの取組を紹介します。15時 

過ぎからは「北海道白雪鍋」を振る舞います（先着1,000名様）。  

出演者：衣のスペシャリスト：スタイリスト／石切山(いしきりやま) 祥子(さちこ)さん  

食のスペシャリスト：フードプロデューサー／青山(あおやま) 則(のり)晴(はる)さん  

住のスペシャリスト：札幌市立大学／斉藤(さいとう) 雅也(まさや) 博士  

（３）FM NORTH WAVE SPECIAL PROGRAM“WARM BIZ LIFE”  

日時：平成24年２月11日（土） 12:00～15:00  

会場：新千歳空港ターミナルビル国内線２階 センタープラザ  

特別協力：チャレンジ２５キャンペーン（環境省）  

内容：[あたたかい・絆］をテーマにした３時間の生放送。コメントゲスト、アーティストゲス 

トを招いてセンタープラザから特別番組を放送します。  

アーティストゲスト：秦(はた) 基博(もとひろ)、藤澤(ふじさわ)ノリマサ 

    （４）WARM BIZ 展示  

日時：平成24年２月４日（土）～12日（日）  

会場：新千歳空港ターミナルビル国内線２階 センタープラザ  

特別協力：チャレンジ２５キャンペーン（環境省）  

内容： 

チャレンジ２５キャンペーンやWARM BIZやの取組などを紹介するパネルを展示します。  

◆キャンペーン、イベントに関するお問い合わせ、取材申し込み先について  

株式会社えんれいしゃ  電話 0123-46-5888（担当；岡本）  

2.2012 FIS Freestyle Ski World CUP in Naebaにおける啓発活動  

（１）2012FIS Freestyle Ski World CUP in Naeba開催概要  

日時：2月18日（土）～19日（日）  

2月18日（土）モーグル男女予選・決勝  

2月19日（日）デュアルモーグル男女予選・決勝  



会場：新潟県苗場スキー場ワールドカップモーグル バーン  

主催：国際スキー連盟（FIS）・（財）全日本スキー連盟（SAJ）  

主管：（財）新潟県スキー連盟（NSA）  

後援：新潟県教育委員会、湯沢町、湯沢町教育委員会、沢町観光協会、  

湯沢町体育協会、湯沢町商工会、南魚沼警察署、南魚沼市消防本部、  

湯沢町スキー連盟、苗場観光協会、苗場旅館組合、浅貝町内会、  

（財）上月スポーツ・教育財団  

協力：苗場プリンスホテル  

特別協力：チャレンジ２５キャンペーン（環境省）  

（２）本大会でのチャレンジ２５キャンペーン・WARM BIZ啓発活動 実施項目  

[1]大会エリアでのブーステントを設置し、チャレンジ２５キャンペーンの推進する６つのチャ 

レンジやWARM BIZの取組を紹介するパネルを掲出。  

[2]WARM BIZ宣言の受付を実施。当該テントで同宣言を頂いた方々には、WARM BIZのキャラクタ 

ー、あったか忍者『あった丸』の室温計付きシールを提供します。  

[3]会場コースサイドなどに、地球温暖化防止メッセージ横断幕を掲出。  

[4]湯沢町・苗場のホテルや宿泊施設など（約70箇所）で、チラシ、WARM BIZ宣言用紙を設置。 

賛同していただける方に記入、投函していただきます。  

[5]大会公式HPやFacebookで、チャレンジ２５キャンペーンの公式WEBサイトやWARM BIZの特設 

ページの紹介を行います。 

[6]大会公式Facebookで多くのユーザー、スキーファンにチャレンジ２５キャンペーンやWARM  

BIZの周知、取組を紹介し賛同を呼びかけます。  

◆大会公式ホームページURL  

2012 FIS フリースタイルスキーワールドカップ in 湯沢町苗場大会  

http://www.naeba-worldcup.com/  

[大会公式Facebook] http://www.facebook.com/naeba.worldcup  

[大会公式twitter ID] naebaworldcup  

◆大会に関するお問い合わせ先について  

大会事務局 電話 050-3736-3517（平日10:00～17:00、土日祝休）  

電子メール info@naeba-worldcup.com  

◆取材申し込み先について  

大会広報事務局 電話 03-5537-8460（担当；大久保、金城）  

電子メール press@naeba-worldcup.com（株式会社スポーツビズ内）  

 

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、押田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14772 

 

 

☆省エネ関係  

＊～省エネ照明を使った魅力的な空間づくりの提案～「省エネ・照明デザインアワード」 

http://www.naeba-worldcup.com/
http://www.facebook.com/naeba.worldcup
mailto:info@naeba-worldcup.com
mailto:press@naeba-worldcup.com


の受賞者の決定について 

 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、優れた省エネ効果と高 

いデザイン性の両立を達成している施設を11月より募集した「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、審査員特別賞受賞施設が決定しましたので、下記のとおり、お知らせ致し 

ます。 

 これらの施設は２月６日(月)に開催される「省エネ・照明デザインアワード」にて表彰、紹介いたし 

ます。 

 なお、対象の施設は特設ホームページ（http://shoene-shomei2011.jp/）でも紹介しておりますので、 

ご参照下さい。  

１.グランプリ及び優秀事例、審査委員特別賞受賞施設  

○グランプリ受賞施設  

[1]公共施設・総合施設部門  

『高い省エネ性と用途毎に使い分けた照明設計 大規模複合テナントビルの革新例』  

【施設名】飯野ビルディング  

【所在地】東京都千代田区  

【事業者】飯野海運株式会社  

    [2]商業・宿泊施設部門  

『自然の光をイメージし、優しく気持ちの良い環境の創造を図った大規模ショッピングエリア』  

【施設名】二子玉川ライズ・ショッピングセンター  

【所在地】東京都世田谷区  

【事業者】東京急行電鉄株式会社、東急不動産株式会社 

    3]まち、地区、その他施設部門  

『デザイン性と実用性を両立させた外構照明と居住空間のCO2の「見える化」を融合したエリア 

づくり』  

【施設名】パークシティ柏の葉キャンパス二番街 コモン  

【所在地】千葉県柏市  

【事業者】三井不動産レジデンシャル株式会社  

  ○優秀事例受賞施設（公共施設・総合施設部門）※50音順  

[1]【施設名】アーバンネット入船ビル  

【所在地】東京都中央区  

【事業者】株式会社イトーキ  

[2]【施設名】沖縄科学技術大学院大学 第１研究棟・管理棟  

【所在地】沖縄県国頭郡  

【事業者】沖縄科学技術大学院大学  

[3]【施設名】神戸国際中学校・高等学校 河野記念アルモニホール  

【所在地】兵庫県神戸市  

【事業者】学校法人 睦学園  

[4]【施設名】三番町ＫＳビル  

【所在地】東京都千代田区  

http://shoene-shomei2011.jp/


【事業者】宏輝株式会社  

[5]【施設名】ＪＲ博多シティ コンコース  

【所在地】福岡県福岡市  

【事業者】九州旅客鉄道株式会社  

[6]【施設名】ＴＯＤＡ ＢＵＩＬＤＩＮＧ 青山  

【所在地】東京都港区  

【事業者】戸田建設株式会社  

[7]【施設名】名古屋大学 工学研究科中央棟・素粒子宇宙研究棟  

【所在地】愛知県名古屋市  

【事業者】国立大学法人名古屋大学  

○優秀事例受賞施設（商業・宿泊施設部門）※50音順  

[1]【施設名】セブン-イレブン綾瀬深谷南１丁目店  

【所在地】神奈川県綾瀬市  

【事業者】株式会社セブン-イレブン・ジャパン  

[2]【施設名】フレルさぎ沼  

【所在地】神奈川県川崎市  

【事業者】株式会社東急ストア  

[3]【施設名】ドトールコーヒーショップ赤坂１丁目店  

【所在地】東京都港区  

【事業者】株式会社ドトールコーヒー  

[4]【施設名】パレットタウンウエストモール ヴィーナスフォート  

【所在地】東京都江東区  

【事業者】森ビル株式会社  

[5]【施設名】丸亀製麺 京都伏見店  

【所在地】京都府京都市  

【事業者】株式会社トリドール  

○優秀事例受賞施設（まち、地区、その他部門）※50音順  

[1]【施設名】名古屋大学東山キャンパス  

【所在地】愛知県名古屋市  

【事業者】国立大学法人名古屋大学  

[2]【施設名】パークハウス千里中央  

【所在地】大阪府豊中市  

【事業者】三菱地所レジデンス株式会社  

[3]【施設名】ライオンズ苦楽園グランフォート  

【所在地】兵庫県西宮市  

【事業者】株式会社 大京  

○審査員特別賞受賞施設 ※50音順  

[1]【施設名】宮城県唐桑漁協表浜支所  

【所在地】宮城県石巻市  

【事業者】宮城県漁協表浜支所  



[2]【施設名】南三陸町 国道45号線ソーラーＬＥＤ街路灯  

被災地避難所他にポータブル・ソーラーＬＥＤ 照明灯  

【所在地】宮城県南三陸町  

【事業者】ＳＭＣテック株式会社  

２.省エネ・照明デザインアワード概要  

【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）  

・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。 

※2月5日13時申込み締め切り  

【取材】取材を希望される方は、メールにてお申し込みください。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  

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


 

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=14773 

 

 

☆水質汚濁防止法関係  

＊改正水質汚濁防止法全国説明会の追加開催について 

 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 

にかけて全国7箇所で説明会を開催しているところですが、申込み状況を踏まえ、東京、名古屋、大阪の 

３箇所で追加開催を決定いたしました。  

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。  

 既に、事業者等の皆様を対象に、平成24年２月から３月にかけて全国７箇所で、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しているところですが、この度、申込みが多かっ 

た東京、名古屋、大阪の３箇所において、説明会を追加開催することとし、「３．開催日時・場 

所」のとおり日時、会場等を決定いたしました。  

 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。  

  ４．参加受付方法  

 説明会への参加は、事前登録制です。追加分につきましては、２月10日（金）午前９時より受 

付を開始いたします。 

参加を希望される方は、以下の参加登録受付期間内に、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。  

○参加登録受付期間 平成24年２月10日（金）午前９時から各会場の受付締切日まで 



○お申込みの際の注意点（※必ずご確認下さい※）  

※登録受付期間外にお送りいただいたメール、及びFAXにつきましては、すべて無効とさせていた 

だきますのでご注意下さい。  

※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。  

※できるだけ多くの企業・事業所からご参加いただけるよう、複数回及び複数会場へのお申込み 

はご遠慮下さい。また、同一事業所からの多数のお申込みは避けていただくようお願いいたし 

ます。  

※同じ方から複数のお申込みがあった場合、及び同一事業所から多数のお申し込みがあった場合 

には、いずれかの登録を取消しとさせて いただく場合がございます。  

○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  

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。  

５．その他  

説明会の資料につきましては、近日中に環境省HPに掲載予定です。  

【掲載予定資料一覧】  

・説明用スライド資料  

・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（案）（第1版）  

 

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=14775 

 

 

☆廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係  

＊「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正 

する省令（案）」に対する意見の募集（パブリックコメント）について 

 環境省においては、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に関して設定された警戒区域等の立入り 

https://fs219.xbit.jp/a957/form1/
http://www.env.go.jp/houdou/hgazou/14775/1649.
mailto:suidaku@hip-ltd.co.jp


が困難な区域内に設置された廃棄物処理施設に係る定期検査の受検期限を延長するため、「廃棄物の処 

理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令（平成23年環境省令第１号）」の一部改正を 

行うことを検討しております。 

 そこで、本案について広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成24年２月６日（月）から３ 

月６日（火）までの間、意見の募集（パブリック・コメント）を実施いたします。  

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令（案）」 

について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、１．概要について御意見のある方は、２． 

募集要領に沿って御提出ください。  

１．概要  

 平成23年４月１日以前に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第８条 

第１項の許可（同条第４項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。）又は同法第15条 

第１項の許可（同条第４項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。）を受けている者 

は、当該許可に係る廃棄物処理施設について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の 

一部を改正する省令（平成23年環境省令第１号）附則第２条により、施設の許可年月日に応じ、 

それぞれ、平成23年度から平成27年度中に都道府県知事による定期検査を受けることが義務づけ 

られているところ。  

 今般、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に関し、警戒区域等の立入りが困難な区域が設 

定されたことにより、これらの地域内に設置された廃棄物処理施設については、定期検査を受け 

ることが困難となった。  

 そこで、これらの地域内に設置された廃棄物処理施設については、立入りが困難であると認め 

られる事情が消滅した日から３年を経過する日（その日が平成28年３月31日前である場合にあっ 

ては、平成28年３月31日）までに定期検査を受ければよいこととする受検期限の延長を行うもの。  

２．募集要領  

（１）募集期間  

平成24年３月６日（火）まで（郵送の場合は左記期限必着）  

（２）御意見の送付要領  

 住所、氏名、職業（会社名又は所属団体）、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいず 

れかの方法で送付してください。  

 なお、下記以外の方法（電話等）による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承く 

ださい。  

 [1]電子メール  

あて先：hairi-sanpai@env.go.jp  

※添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト 

形式で記載してください。  

※件名を「パブリックコメント（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正 

する省令の一部を改正する省令（案）について）」としてください。  

 [2]郵送  

あて先：〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課  

※封筒に赤字で「パブリックコメント（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部 

mailto:hairi-sanpai@env.go.jp


を改正する省令の一部を改正する省令（案）について）」と記載してください。  

 [3]ファックス  

あて先: 03-3593-8264  

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課  

※冒頭に件名として「パブリックコメント（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の 

一部を改正する省令の一部を改正する省令（案）について）」と記載してください。  

（３）御意見の取扱い  

 頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、すべて公表される可 

能性がありますので、あらかじめ御了承ください。 

 また、頂いた御意見に対して個別には回答しかねますので、併せて御了承ください。  

 

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

                      産業廃棄物課 廣木、足立、井上 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14782 

 

 

☆食品リサイクル関係  

＊食品廃棄物等の発生抑制の目標値に係る告示案等に対する意見の募集（パブリックコ 

メント）について 

 環境省は、食品関連事業者における食品廃棄物等の発生抑制を促進するため、平成23年8月から「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」により目標値について業種・業態の特性を踏ま 

えた検討を行ってきました。 

今回、その取りまとめ結果を受け、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の 

基準となるべき事項を定める省令第3条第2項に基づく期間及び基準発生原単位（発生抑制の目標値）を 

定めるとともに、定期報告により報告を求める業種区分について改定することを検討しています。 

 そこで、本案について広く国民の皆様から意見をお聞きするため、平成24年2月6日（月）から平成24 

年3月6日（火）までの間、意見の募集（パブリック・コメント）を実施いたします。  

１．意見募集対象  

別添「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を 

定める省令に基づく告示案」 「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部改 

正案（新旧対照表）」  

２．募集要領について  

（１）募集期間  

平成24年3月6日（火）17時まで（郵送の場合は左記必着）  

（２）意見の提出方法  

 意見提出用紙の様式に従い、郵送、ファックス及び電子メールのいずれかの方法で提出して 

ください。 

ただし、郵送の場合は封筒に赤字で、ファックス及び電子メールの場合は題名に「食品廃棄物 

等の発生抑制の目標値に係る告示案等に対する意見」と記載してください。  



 なお、上記以外の方法（電話等）による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承く 

ださい。  

【意見提出先】  

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室  

〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2  

E-mail:hairi-recycle@env.go.jp  

TEL：03-3581-3351（内6823）  

FAX：03-3593-8262  

（３）意見の取扱い  

 頂いた意見は、氏名、住所及び電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公表される可 

能性がありますので、あらかじめ御了承ください。  

 また、頂いた意見に対して個別に回答いたしかねますので、あわせて御了承ください。  

（４）記入要領  

 郵送又はファックスの場合、下記の様式（Ａ４版）にならい、氏名、住所、電話番号等を御記 

入ください。  

 電子メールの場合においても、本記入要領に準じて御記入ください。  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 森下、沼田、高橋、高林 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14783 

 

 

☆エコリース促進事業関係 

＊「平成24年度家庭・事業者向けエコリース促進事業費補助金」に係るリース事業者の 

公募について 

 環境省では、低炭素機器の導入に際して多額の初期投資費用（頭金）を負担することが困難な家庭、 

中小企業を中心に、頭金のないリースという手法を活用することによって低炭素機器の普及を図り、「エ 

コで快適な暮らし」を実現するため、リースにより低炭素機器を導入した際に一定の要件を満たすリー 

ス事業者に対して補助金を交付する「平成24年度家庭・事業者向けエコリース促進事業」を実施します。 

 この度、「平成24年度家庭・事業者向けエコリース促進事業費補助金」に係るリース事業者を、以下 

のとおり公募します。  

１．事業内容  

「平成24年度家庭・事業者向けエコリース促進事業」は、リース料の低減を通じ低炭素機器の普 

及を促進することによって地球環境の保全に資するため、低炭素機器をリースにより提供する事 

業者に対して補助金を交付する事業です。  

２．応募資格  

リース事業を営む事業者  

※リース事業を営む事業者は、小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和31年5月22日法律第105 

mailto:hairi-recycle@env.go.jp


号）の第14条で規定する貸与機関でないこと。  

３．応募方法等  

 応募期間は平成24年2月6日（月）から3月2日（金）までとします。 

 公募の詳細につきましては、別添『「平成24年度家庭・事業者向けエコリース促進事業費補助 

金」に係るリース事業者の公募要領』をご参照ください。 

 また、事業の詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。  

『家庭・事業者向けエコリース促進事業補助金制度のご案内』 

http://www.jaesco.or.jp/ecolease-promotion/  

４．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 

があり得ます。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、内藤、高松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14786 

 

 

☆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/ 
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