
☆地球環境小委員会等関係  

＊「食料・農業・農村政策審議会 企画部会 地球環境小委員会」、「林政審議会 施策 

部会 地球環境小委員会」及び「水産政策審議会 企画部会 地球環境小委員会」第13回 

合同会議の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 企画部会 地球環境小委員会」、林野庁の「林政審議会  

施策部会 地球環境小委員会」及び水産庁の「水産政策審議会 企画部会 地球環境小委員会」を合同で、 

2月14日（火曜日）に農林水産省 第2特別会議室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 企画部会 地球環境小委員会」、「林政審議会 施策部会 地球環境小 

委員会」及び「水産政策審議会 企画部会 地球環境小委員会」を合同で開催し、農林水産分野における 

地球温暖化対策の現状について報告を行うとともに、委員の意見を聴取します。 

 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/kikaku/goudou/index.html) 

2.日時及び場所 

日時：平成24年2月14日（火曜日） 13時30分～15時30分 

会場：農林水産省 本館4階 第2特別会議室（ドアNo.467） 

所在地：東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目2番1号 

3.予定議事 

(1)農林水産分野における地球温暖化対策について 

(2)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「地球環境小委員会（平成24年2月14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 大臣官房 環境政策課 地球環境対策室 地球環境企画班 宛 

FAX：03-3591-6640 

(2)インターネットによるお申込先 

 https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/441f.html 

・通訳を同伴される方、車椅子を利用される方、盲導犬等の身体障害者補助犬をお連れの方、手話通訳 

等を希望される方は、事前にその旨をお知らせください。  

・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。  

http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/goudou/index.html
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/441f.html


2.申込締切日は、平成24年2月10日（金曜日）17時00分必着 

6.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、地球環境小委員会座長及び事務局職員の指示に従うこと。  

7.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、別途席をご用意いたしますが、資料準備等の関係上、当省ホ 

ームページ又はFAXにより、平成24年2月10日（金曜日）17時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。 

 

担当：農林水産省大臣官房環境政策課地球環境企画班 松下、中西 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/120208.html 

 

 

☆バイオマス関係  

＊「第1回 バイオマス事業化戦略検討チーム」の開催について 

 バイオマス活用の事業化に関する関係省庁（文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境 

省）は、平成24年2月10日（金曜日）に「第1回バイオマス事業化戦略検討チーム」を開催いたします。 

会議は非公開ですが、冒頭のカメラ撮影は可能です。 

1.概要 

 バイオマス活用推進基本法（平成21 年法律第52号）に基づき設置されている「バイオマス活用推進会 

議」の第4回会合（平成24年2月2日（木曜日）開催）において、バイオマス活用技術の到達レベルの横断 

的な評価と事業化に向けた検討を行う「バイオマス事業化戦略検討チーム」の設置が決定されました。 

この度、第1回会合を開催いたします。 

この検討チームは、バイオマス利活用の事業化に関し専門的知識を有する者によって構成されます。 

なお、議事概要等は、会合終了後に当省のホームページで公表いたします。 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/b_kenntou/index.html 

2.開催日時及び場所 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/b_kenntou/index.html


日時：平成24年2月10日（金曜日）14時00分～16時00分 

場所：農林水産省 本館 4階 第2特別会議室 （ドアNo.467） 

所在地：東京都 千代田区 霞ヶ関 1-2-1 

3.議題 

1.バイオマス事業化戦略検討チームについて 

2.関係省庁におけるバイオマス利活用の取組状況について 

 

担当：農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 平野、酒井、横田、奥村 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/120208.html 

 

 

☆国際森林年関係  

＊＜2011 国際森林年関連事業＞国連による「フォレストヒーローズ」の受賞者発表に 

ついて 

 国連森林フォーラム(UNFF)事務局では、国際森林年に際して森林に関する功労者を世界中から募集し 

て顕彰する「フォレストヒーローズ」を実施しています。 

2月8日（現地時間）、2名の特別表彰者（故人）を含む8名の受賞者が発表され、アジア地域から我が国の 

畠山 重篤氏(宮城県)が選出されました。畠山 重篤氏は2月9日に国連本部で開催される国際森林年クロー 

ジングセレモニーで表彰されます。 

1. 概要 

 国連森林フォーラム(UNFF※)は、2011国際森林年に際し、世界中から森を守るため地道で独創的な活 

動をしている功労者を募集し、「フォレストヒーローズ」として顕彰する事業を実施しました。 

これに対し世界41ヶ国から90名の応募があり、2月8日（現地時間）、2名の特別表彰者（故人）を含む8 

名の受賞者が発表され、アジア地域からは、農林水産省が推薦した畠山 重篤氏(宮城県)が選出されまし 

た。 

受賞者は、2月9日（現地時間）に国連本部(アメリカ合衆国ニューヨーク市)で開催される国際森林年ク 

ロージングセレモニーにおいて表彰され、今後、映像等を通じて全世界に活動が紹介されます。 

※UNFF:United Nations Forum on Forests   

国連森林フォーラムは、世界の森林の持続可能な推進を目的とし2000年に国連経済社会理事会において 

設立が決定された常設の委員会で、森林に関する世界的な取り組み課題の検討が行われています。 

2. フォレストヒーローズ受賞者一覧 

<アジア地域> 

畠山重篤(日本国) 

牡蠣、帆立養殖業のかたわら「森は海の恋人」をテーマに気仙沼湾上流の植樹を続けています。 

<アフリカ地域> 

ポール・ゼカ(カメルーン共和国) 

1990年に養蜂と自然保護の団体を設立し、30の農村を支援。約69万本の植樹を行いました。 

<欧州地域> 

アナトリー・レベデフ(ロシア連邦) 



環境活動家。固有生態系を脅かす建設工事に反対し、スギ林の禁伐措置に結び付けました。 

<中南米地域> 

パウロ・アダリオ(ブラジル連邦共和国) 

森林減少に対処するためアマゾンのデニ部族の土地利用を支援。160万haの原生林を守っています。 

<北米地域> 

リアノン・トムティシェン(アメリカ合衆国) 

マディソン・ボルバ(アメリカ合衆国) 

11歳からオランウータン保護に取り組み、現在はガールスカウトとして「持続可能なクッキー」の普及 

に取り組んでいます。 

<特別表彰> 

（故人）ジョゼ・クラウジオ・リベイロ・ダ・シルバ(ブラジル連邦共和国) 

（故人）マリア・ド・エスピリト・サント・ダ・シルバ(ブラジル連邦共和国) 

夫婦でアマゾン熱帯雨林の違法伐採への反対運動に取り組みました。 

3. 畠山重篤氏のプロフィールと功績 

・NPO法人「森は海の恋人」理事長、エッセイスト、京都大学 フィールド科学教育センター社会連携教 

授、農林水産省 政策評価第三者委員会 委員。  

・地元で平成元年から植樹を続けられ、気仙沼湾に注ぐ大川上流には約3万本の落葉広葉樹が植えられま 

した。  

・また、川の流域に暮らす子供たちへの環境教育の重要性を感じ、平成2年から体験学習を開始しました。 

今までに招いた子供たちは、10,000人を超えます。  

4. 国際森林年クロージングセレモニー 

日時：平成24年2月9日(木曜日)現地時間10時00分から 

【日本時間では10日(金曜日)00時00分から】 

場所：国連本部（アメリカ合衆国ニューヨーク市） 

概要：国際森林年クロージングセレモニーでは、フォレストヒーローズの授賞式に加え、国際森林映画 

祭の特集映像及び2011世界郵便連合の手紙コンテスト受賞者の紹介、2011子ども芸術コンテストの 

受賞者の発表されます。 

   また、35ヶ国、75の寄稿を綴った「人々のための森林」記念書籍の発表が予定されています。 

 

担当：林野庁森林整備部計画課海外林業協力室海外指導班 大川、掛部 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/120209.html 

 

 

☆グリーン購入法関係  

＊「グリーン購入法の特定調達物品等の表示の信頼性確保に関するセミナー」の開催に 

ついて  

 グリーン購入法の特定調達物品等である旨の表示について、その表示の信頼性確保の向上を図ること 

を目的に、 3月9日（金）に東京会場において、「グリーン購入法の特定調達物品等の表示の信頼性確保 

に関するセミナー」を開催致します。  



・グリーン購入法の特定調達物品等の表示の信頼性確保に関するセミナーについて  

 環境省では、「特定調達物品等の表示の信頼性確保に関するガイドライン」（以下、信頼性確 

保ガイドライン）を平成23 年2月に公表し、平成23 年度においては、信頼性確保ガイドラインに 

基づいた取組を製造事業者の方々等が実践する際の具体的な取組等を文具、オフィス家具業界の 

事例をもとに、他の事業者の方にも使いやすい「グリーン購入法の特定調達物品等における表示 

の信頼性確保に向けて～サプライチェーンを通じた実践の手引き～」（以下、手引き）として取 

りまとめました。  

 本セミナーでは、「信頼性確保ガイドライン」及び「手引き」を活用した特定調達物品等の表 

示の信頼性確保について、そのポイントを解説するとともに、取組事例を紹介します。また、再 

生プラスチック配合品の調査手法についてもご説明します。  

 事業者の皆さまには本セミナーを契機として特定調達物品等の信頼性確保のための取組をより 

一層推進していただくとともに、特定調達物品等の調達者の皆さまにもこのような信頼性確保の 

取組を知っていただき、調達の際の参考としていただきたいと考えております。  

 参加を希望される方は、下記のＵＲＬアドレスに記載されている申込要領に従い、申し込み下 

さい。 

受付につきましては、株式会社三菱総合研究所に委託して実施しております。  

（開催の概要）  

（１）日時  平成24年3 月9 日（金）  

第１回10:00～12:00、第２回13:00～15:00  

※第１回、第２回とも内容は同じです。  

（２）場所  三田共用会議所 講堂  

東京都港区三田２－１－８  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/uni/mita.html  

（３）セミナー概要 第一部 「信頼性確保ガイドラインについて」  

 第二部 「手引きについて」  

 第三部 「文具メーカーにおける信頼性確保の取組事例」  

 第四部 「再生プラスチック配合率試験法の解説」  

（申込先）  

 参加を希望される方は、下記のＵＲＬアドレスに記載されている申込要領に従い、ウェブ、あ 

るいはFAXより申し込み下さい。  

＜アドレス＞http://www.mri.co.jp/hyojiseminar/  

（請負業者）  

株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部  

担当：大城、西村  

東京都千代田区永田町2-10-3  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、峯村、横田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14788 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/uni/mita.html
http://www.mri.co.jp/hyojiseminar/


 

 

＊「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更について  

 本日、「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）に基づく「環境物 

品等の調達の推進に関する基本方針」の変更について閣議決定されました。 

 今回の変更では、「LED照明」｢自動車｣「印刷」に関する判断の基準の強化を図るなど、15品目の基準 

等の見直しを行いました。  

１．【変更点】  

 （１）主な品目における基準の見直しの概要  

 [1] LED照明器具及び電球形状のランプ（LEDランプ）  

 光源色別のエネルギー消費効率を設定し、エネルギー消費効率や寿命など判断の基準の強 

化を図りました。  

 [2] 自動車  

 重量車の追加など対象範囲の拡大を行いました。また、ガソリン車における燃費基準及び 

乗用車における排出ガス基準の強化などを行いました。  

 [3] 高日射反射率塗料  

 JIS規格の制定に伴い、高明度塗料の扱いを主とした判断の基準の見直しを行いました。  

 [4] 印刷  

 デジタル印刷に関連する各工程における環境配慮項目を判断の基準に追加しました。 

 また、オフセット印刷に使用するインキ、デジタル印刷に使用するトナー及びインクの化 

学安全性の確認を判断の基準に追加しました。  

 （２）その他の品目の基準の見直しについて  

 添付資料を御覧ください。  

２．本基本方針の全文については、環境省ホームページに掲載予定です。  

＜アドレス＞ http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html  

＜参考＞ グリーン購入法基本方針説明会について  

 今回変更された基本方針の内容について、国等の機関、地方公共団体及び関係事業者の皆様を 

対象に、全国10箇所で説明会を開催いたします。参加を希望される方は、申込要領に従ってメー 

ルにてお申し込みください。 

詳細については、環境省ホームページに掲載しています。  

＜アドレス＞ http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/block_brief/index.html  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、峯村、井ノ上、平澤、横田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14789 

 

 

＊グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直し（案）に対する意 

見募集の結果について 

 環境省では、「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）に基づき、 

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


「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目及びその判断の基準等の見直し（案） 

を取りまとめ、平成23年12月２日から平成24年１月４日までの間、これに対する国民の皆様からの意見 

募集（パブリックコメント）を実施しました。 

 今般、寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので、公表します。  

１．意見募集要領  

（１）意見募集対象 ： グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直し（案） 

に対する意見  

（２）意見募集期間 ： 平成23年12月2日（金）～平成24年１月４日（水）  

（３）告知方法 ： 報道発表（お知らせ）  

（４）意見提出方法 ： 郵送、ファクシミリ、電子メール  

２．意見の件数及びその概要  

（１）意見提出者数 ： ９人  

（２）意見提出者の内訳  

業界団体      １人  

地方公共団体  １人  

事業者       ４人  

一般         ３人  

（３）意見の概要  

※同一の提出者から複数の内容の意見が提出されている場合は、それぞれの内容について計上していま 

すので提出者数と意見の件数は一致しません。  

３．意見の概要及びそれらに対する考え方  

 寄せられた御意見及びそれらに対する考え方については、添付資料のとおりです。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、峯村、井ノ上、平澤、横田   

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14793 

 

 

☆国際科学ワークショップ関係  

＊「IPBESにおける評価に関する第２回国際科学ワークショップ」の開催について 

 環境省では、平成24年２月27日（月）から29日（水）までの３日間、国連大学との共催により、「生 

物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）に関する第２回国際科 

学ワークショップ」を開催します。 

 本ワークショップには国内外の専門家約40名が参加し、現在設立に向けた検討が進められているIPBES 

の活動の柱の一つである、生物多様性と生態系サービスに関する科学的評価等について検討が行われま 

す。 

本ワークショップの成果は、本年４月に予定されているIPBES総会第２会期に提供される予定です。  

１．会議の概要  

（１）会議名称  

日本語 ： IPBES（＊）における評価に関する第２回国際科学ワークショップ 



英 語 ： The 2nd Scientific Workshop on IPBES Assessment  

＊IPBES ： Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem  

Services  

（２）主催者等  

主催 ： 環境省  

共催 ： 国連大学  

協力 ： 国連環境計画（UNEP）  

（３）開催期間  

平成24年２月27日（月）～29日（水）  

（４）開催場所  

国連大学 エリザベス ・ ローズ ・ ホール他（東京都渋谷区青山）  

２．目的  

本ワークショップは、以下を目的として開催する。  

[1] IPBESにおいて実施される生物多様性及び生態系サービスに関する科学的評価について、より 

詳細に重要な要素の検討を進め、提案を行うこと。  

[2] IPBES総会第２会期に向けて、科学的評価に関する重要な要素やオプションをとりまとめるこ 

と。  

３．会議スケジュール（予定）  

【２月27日（月）（１日目）】  

9 ： 30～11 ： 00 開会等  

11 ： 30～13 ： 00 全体会合  

（13 ： 00～14 ： 00 昼食）  

14 ： 00～15 ： 30 全体会合  

16 ： 00～18 ： 00 グループ別検討  

19 ： 00～ レセプション  

【２月28日（火）（２日目）】  

9 ： 00～10 ： 30 全体会合  

11 ： 00～13 ： 00 グループ別検討  

（13 ： 00～14 ： 00 昼食）  

14 ： 00～15 ： 30 グループ別検討  

16 ： 00～18 ： 00 全体会合  

【２月29日（水）（３日目）】  

9 ： 00～11 ： 00 全体会合  

11 ： 30～13 ： 00 文書作成  

（13 ： 00～14 ： 00 昼食）  

14 ： 00～15 ： 30 文書作成  

16 ： 00～18 ： 00 全体会合  

18 ： 00～18 ： 30 閉会  

４．参加者等  

（１）共同議長  



武内 和彦氏（国連大学） 

Albert van Jaarsveld氏（南アフリカ国立研究財団）  

（２）参加者  

国内外の専門家40名程度  

５．言語  

英語（同時通訳はありません）  

６．傍聴等について  

（１）傍聴について  

本ワークショップは公開で行います。傍聴希望の方は事前の登録が必要ですので、下記の参加 

登録フォームよりお申し込みください。https://www.omc.co.jp/ipbes/  

・ 申込受付は、平成24年２月22日（水）17時をもって締め切らせていただきます。  

・ 申込者数が多数の場合には抽選とさせていただく場合があります。あらかじめ御了承くださ 

い。  

・ 傍聴の可否については平成24年２月24日（金）までに以下の問い合わせ先より御連絡致しま 

す。  

＜登録に関する問い合わせ先＞  

株式会社オーエムシー （担当 ： 平井）  

e-mail ： ipbes@omc.co.jp  

TEL ： 03-5362-0117 FAX：03-5362-0121  

※本ワークショップ業務は、上記申込み先に委託して実施しております。  

（２）取材について  

カメラ撮りは開会及び閉会のみとさせていただきます。あらかじめ御了承下さい。 

取材御希望の方は、上記（１）の申し込み先まで御連絡下さい。  

＜参考＞  

 IPBESは、生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価し、科学と政策のつながり 

を強化する政府間のプラットフォームとして設立に向けた検討が進められているもので、生物多 

様性版のIPCCと呼ばれることもある。 

2008年11月以降、IPBES設立の必要性や想定される活動内容、組織体制等について議論するため、 

UNEP主催によるIPBES政府間会合が開催され、2010年６月に韓国（釜山）で開催された第３回政府 

間会合において、IPBES設立の必要性が基本合意された。 

同年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議においては、第65回国 

連総会に対してIPBESの早期設立の検討を奨励する決定が採択され、さらに、同年12月の第65回国 

連総会において、UNEPに対してできるだけ早期にIPBESの態様や体制を決定するための総会の開催 

を要請する決議が採択された。この決議を受けて、UNEP主催によるIPBES総会第１会期が昨年10月 

に開催された。 

 我が国は生物多様性条約締約国会議の議長国として、IPBESの設立に向け積極的な貢献を行うこ 

ととしている。その一環として、昨年７月にIPBESの主要な活動分野の一つである科学的評価に関 

する作業計画の内容を検討することを目的とした第１回国際科学ワークショップを開催し、総会 

の第１会期に成果文書を提出したところである。 

https://www.omc.co.jp/ipbes/
mailto:ipbes@omc.co.jp


 本年４月には総会第２会期が開催される予定。これらの会合の議論を経て、IPBESが設立される 

見込み。  

 

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、鈴木、山崎 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14792 

 

 

☆eco japan cup 2011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』エコ復興特別 

企画「エコ復興アワード」受賞決定のお知らせ 

 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、本年からの特別企画「エコ復興アワード」の受賞が決定し、受賞団体を発表いたします。  

 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=14794 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条に基づく排出抑制等指針を改正する告 

示の公布及び意見の募集の結果について 

 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）第21条に基づく排出抑制等指針を改正す 

る告示が本日公布されましたので、お知らせいたします。 

 また、平成23年12月22日（木）から平成24年１月20日（金）までの間実施した、意見の募集（パブリ 

ックコメント）の結果についても併せてお知らせいたします。  

１．告示の概要  

 地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）の規定により、事業者に次の２ 

つの努力義務が課せられている。  

[1]事業者が事業活動において使用する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するも 

のを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出量を少なくする方法で使用するよう 

努めること（第20条の５）。 

[2]事業者が、国民が日常生活において利用する製品・サービス（日常生活用製品等）の製造等 

を行うにあたっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を 

行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する情報の提供 

（温室効果ガス排出量等の「見える化」）を行うよう努めること（第20条の６）。  

http://www.eco-japan-cup.com/


 また、主務大臣（環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣）は、事業者がこれらの努力義 

務を果たす上で講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための必要な指針（排 

出抑制等指針）を公表することとされており（第21条）、今般、廃棄物処理部門における排出 

抑制等指針を公表するため、告示を改正する。  

   廃棄物処理部門における事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項  

（１） 温室効果ガスの排出の抑制等の適切かつ有効な実施に係る取組 において、温室効果ガス 

排出抑制等に関する体制整備、実施状況の把握に努めること等を提示。 

 また、市町村においては、住民の自主的な取組を促進するとともに、分別収集の推進及び再 

生利用により、処理する量を減らすことで温室効果ガスの排出抑制に努めることを提示。  

（２） 温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置  

[1] 温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択 

[2] 温室効果ガスの排出の抑制に資する設備の使用方法 

 において、収集運搬車、焼却処分における燃焼（溶融）設備、排ガス処理設備、熱回収設備 

等、バイオマスの利活用のための設備、し尿処理における生物反応処理設備、汚泥乾燥・焼 

却設備、最終処分における集排水設備・通気装置、浸水処理設備等の設備ごとに、網羅的に 

対策を提示。  

（３） 温室効果ガスの排出の抑制等の措置を通じた二酸化炭素排出量の目安において、廃棄物処 

理事業者等が、（１）及び（２）に掲げる措置を講ずることによって、一般廃棄物焼却施設 

当たりの二酸化炭素排出量の目安は、以下のとおり設定される値以下とする。  

・指標として、廃棄物の焼却量当たりの温室効果ガス排出量を設定（熱回収や容器包装リサイ 

クルによる温室効果ガス削減効果も勘案）。  

評価指標＝｛（当該施設のエネルギーの使用に伴うエネ起CO2排出量）  

－（当該施設のエネルギー回収によるCO2削減効果）  

＋（当該施設の廃プラ等の焼却に由来する非エネCO2）｝  

／（当該施設のごみ焼却処理量）  

・焼却施設の規模、処理形式、新設・既設の別ごとに目標値（目指すべき水準）を設定。  

２．施行期日  

公布の日  

３．意見の募集（パブリックコメント）の結果  

御意見の概要及びそれに対する環境省の考え方は別紙のとおりです。  

 

担当者：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、杉本、福井 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14797 

 

 

＊「自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）シンポジウム2012 ～JVETSの成果と市場 

メカニズムを活用した温暖化対策について～」の開催について 

 環境省では、平成24年3月7日（水）に開催する「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１つのプログラムとして「自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）シン 



ポジウム2012～ JVETSの成果と市場メカニズムを活用した温暖化対策について～」を開催いたします。 

 本シンポジウムでは、同制度の第5期事業（平成21年度～平成23年度）を評価、総括し、その成果や知 

見を広く紹介するとともに、市場メカニズムを活用した温暖化対策の今後のあるべき姿について有識者 

と参加者等によるパネルディスカッションを行います。  

１．日時 2012年3月7日（水）13：00～14：45 

２．場所 東京国際フォーラム ホールＤ１ （Ｄブロック １階） 

      〒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）  

３．定員 120名（先着順） 

４．プログラム（※変更の場合あり） 

１．開会挨拶 上田 康治（環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室長）  

２．JVETS第5期の成果と国内排出量取引制度の現状 上田 康治（環境省 地球環境局 地球温暖化 

対策課 市場メカニズム室長）  

３．JVETSの成果について 植田 和弘氏（京都大学大学院 経済学研究科教授）  

４．JVETS参加により得られた経験（目標保有参加者：工場） 伊能 敬和氏（トーイン株式会社  

品質管理部 部長）  

５．JVETS参加により得られた経験（目標保有参加者：事業場） 木原 茂氏（郵便事業株式会社  

経理部門 経理部 管財室 室長）  

６．JVETS参加により得られた経験（取引参加者） 青木 淳一郎氏（兼松株式会社エネルギー部  

直売課 課長）  

７．パネルディスカッション  

○低炭素都市に向けた東京都の取組について  

○JVETS等の総括に向けて  

プログラム２～６のスピーカー、木村 真弘氏（東京都環境局 都市地球環境部排出量取引 

担当課長）がパネラーとして参加  

８．閉会   

６．申込方法 

【参加申込について】  

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。  

○参加申込ウェブサイト  

http://www2.convention.co.jp/jvets/  

７．お問い合わせ窓口 

 申込方法や本シンポジウム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。 

○JVETSシンポジウム事務局（委託先：(株)三菱総合研究所、日本コンベンションサービス（株））  

http://www.t-i-forum.co.jp/function/map/index.html
http://www2.convention.co.jp/jvets/


担当：岩瀬 

FAX：03-3508-0820 

E-mail：jvets@convention.co.jp  

※JVETSシンポジウム事務局は、（株）三菱総合研究所、日本コンベンションサービス（株） 

に委託し、実施いたします。 

８．個人情報の取扱いについて 

 ご入力いただいた個人情報は、本シンポジウム運営における業務の目的に利用し、法令等に基 

づく場合を除き、第三者への提供は、いたしません。利用目的終了後、適切な方法で廃棄いたし 

ます。 

９．「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！～」について 

 本シンポジウムは「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１つのプログラムとして実施いたします。 

「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！～」につきまして 

は1月23日付け報道発表をご参照ください。 

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

 また、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。 

 

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、山下 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14802 

 

 

＊平成24年度京都議定書目標達成計画関係予算案について 

 平成２４年度京都議定書目標達成計画関係予算案の額は、「京都議定書６％削減約束に直接の効果が 

あるもの」が３，７９４億円、「温室効果ガスの削減に中長期的に効果があるもの」が２，９９８億円、 

「その他結果として温室効果ガスの削減に資するもの」が２，０６９億円、「基盤的施策など」が９３ 

８億円となっています。  

１．平成１７年４月２８日の京都議定書目標達成計画の閣議決定を受け、１８年度予算より、「京 

都議定書目標達成計画関係予算」をとりまとめています。  

２．関係府省全体の平成２４年度の同計画関係予算案の額は、次のとおりです。 

 
24年度予算案

額 

Ａ．京都議定書６％削減約束に直接の効果があるもの 3,794億円 

Ｂ．温室効果ガスの削減に中長期的に効果があるもの 2,998億円 

Ｃ．その他結果として温室効果ガスの削減に資するもの 2,069億円 

Ｄ．基盤的施策など 938 億円 

※内数として、京都議定書目標達成計画関係予算に該当する額が特定できないものは計上されて 

いません。 

mailto:jvets@convention.co.jp
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14731
http://www.j-cof.go.jp/


３．Ａ～Ｄの４分類ごとの府省別内訳等は、別紙１及び別紙２のとおりです。  

  また、主な予算の例は別紙３のとおりです。  

（注）４つの分類の考え方 

  １.「京都議定書６％削減約束に直接の効果があるもの」には、目標達成計画の別表にある対策 

や京都メカニズム活用の推進のために行う、対策実施への補助・支援、対策普及のための情報 

提供、実用化のための実証実験などが該当する。  

  ２.「温室効果ガスの削減に中長期的に効果があるもの」には、主に京都議定書の第１約束期間 

の後に効果を発揮する対策・施策が該当する。具体的には、対策技術の開発、人材育成等が多 

く該当している。  

  ３.「その他結果として温室効果ガスの削減に資するもの」には、対策・施策の主たる目的・効 

果が地球温暖化対策でないものが該当する。 

    具体的には、治山事業等による森林の保全、廃棄物焼却等に伴う排出の削減、公共交通機関 

の整備などが該当する。  

  ４.「基盤的施策など」には、我が国の温室効果ガスの排出削減等の効果を持たないものが該当 

する。具体的には、対策・施策の全般的な評価・見直し、排出量・吸収量の算定、気候変動の 

研究・監視観測、国際的な連携の確保などが該当している。  

 

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、星野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14804 

 

 

☆エコ・アクション・ポイント関係  

＊「エコ・アクション・ポイントの活用に関するワークショップ～地域活性化に向けた 

ビジネスモデル構築を考える～」の開催について 

 環境省では、国民の皆さまお一人お一人にエコアクション（環境配慮行動）を実践していただくため、 

エコ商品・サービスを購入・利用するとポイントがもらえ、貯めたポイントを様々な商品等に交換する 

ことができるポイントプログラム（エコ・アクション・ポイントプログラム）を推進しています。 

 この度、事業者及び自治体の担当者の方を対象として、エコ・アクション・ポイントの趣旨や内容、 

具体的な活用方法等についてご理解いただくとともに、参加いただいた事業者や自治体のエコアクショ 

ンにおいて生じている課題や、本プログラムの課題・改善点等に関してご意見を伺うことを目的として、 

ワークショップを開催いたします。 

 なお、本ワークショップと同日、同会場にて、１５：００から（開場：１４：４５）、株式会社ジェ 

ーシービー主催による「日本エコアクション大賞」が開催されます。  

1. 開催概要  

【日時】：平成24 年３月16 日（金） １３：００～１４：３０（開場：１２：３０）  

【場所】：文化放送メディアプラスホール及び会議室  

（東京都港区浜松町１－３１ 文化放送12 階）  

http://www.joqr.co.jp/annai/corporate_profile.html  

【主催】：環境省  

http://www.joqr.co.jp/annai/corporate_profile.html


【対象】：企業・自治体等25 団体程度  

【参加費】：無料（旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律に準じて支給されます。）  

【内容】： 

12：30 受付開始  

 13：00 開会・趣旨説明  

 13：05 プログラムの概要・参加方法のご説明  

 13：15 ワークショップ（２～３グループ） ・エコアクションに関する取組状況、生 

じている課題に関する意見交換 ・既存参加事業者の声、消費者アンケート結 

果のご紹介 ・プログラム活用方法のご提案 ・プログラムの課題・改善点等に 

関する意見交換  

 14：20 全体ふりかえり  

 14：30 閉会  

2. 参加申込み方法  

 ワークショップへの参加を希望される方は、（１）氏名、（２）所属、（３）電子メールアド 

レス、（４）電話番号、（５）本ワークショップに期待されることを記載の上、平成 24 年３月 

６日(火)17：00 までに、電子メールにて、下記の申込先までお申込みください。お申込みいただ 

いた方には、後日事務局より電子メールにて参加票をお送りいたします。 

参加のお申込みは、事業者または自治体の方に限らせていただきます。  

 なお、定員（25 団体）を超えた場合は、受付期間内であっても参加をお断りする場合がござい 

ますので、予めご了承ください。  

＜申込先＞※申込締切：平成24 年３月６日(火)17：00 まで 

エコ・アクション・ポイントの活用に関するワークショップ運営事務局 

株式会社エックス都市研究所 コンサルティング＆プランニング事業本部 

サステイナブルデザイングループ 新事業創出チーム（担当：岡田、山崎、倉石） 

電子メール：eap-ws@exri.co.jp  

3. ワークショップに関する問合せ先  

エコ・アクション・ポイントの活用に関するワークショップ運営事務局  

株式会社エックス都市研究所 コンサルティング＆プランニング事業本部  

サステイナブルデザイングループ 新事業創出チーム（担当：岡田、山崎、倉石）  

電話：03-5956-7503 (※平日10：00～17：00）  

メール：eap-ws@exri.co.jp  

（参考）日本エコアクション大賞について  

 エコ・アクション・ポイント事務局（株式会社ジェーシービー）が「エコ・アクション・ 

ポイントプログラム」における優れた取組みを顕彰することで、広く社会への啓発を行い、 

環境配慮型商品・環境配慮行動の普及推進につなげることを目的して、表彰式の開催を行 

うもの。詳細については、下記までお問い合わせください。  

株式会社ジェーシービー内 エコ・アクション・ポイント事務局  

電話：03-5778-6444 (※平日10：00～17：00）  

メール：eco@info.jcb.co.jp  

 

mailto:eap-ws@exri.co.jp
mailto:eap-ws@exri.co.jp
mailto:eco@info.jcb.co.jp


担当者：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、内藤、福井、須崎 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14798 

 

 

☆エコツーリズム関係  

＊平成24年度エコツーリズム地域コーディネーター活用事業の公募について 

環境省では、平成23年度から、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」を実施しています。 

 今般、下記により、平成24年度の本事業の募集を行いますので、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）  

２．公募対象  

 以下の２つの要件を満たした協議会がコーディネーターを活用して行う事業とします。（対象 

事業の具体例については募集要領別表２を参照）  

ア 地域協議会が地域の多様な主体から構成されており、エコツーリズムを推進しようとする 

地域の市町村が参加していること。  

イ 地域協議会としての、意思決定の方法、事務処理及び会計処理の方法及び責任者、財産管 

理方法及び責任者、公印の管理及び使用の方法及び責任者、内部監査の方法等を明確にした 

規約その他の規定が定められていること。（交付申請までの作成見込みを含む。）  

３．応募方法  

 応募申請書（募集要領別紙１を参照）に必要事項を記入・押印の上、郵送または持参により、 

下記４の提出先に２部提出するとともに、別途電子メール（fureai_prize @env.go.jpあて）にて 

電子ファイルを送付してください。（電子ファイルについては押印、添付書類不要）  

 また、採択後に、交付金の交付申請等の手続きが必要となります。  

４．提出先  

各地方環境事務所又は自然環境事務所（募集要領別表３を参照）  

５．公募期間  

平成24年２月９日（木）～平成24年３月２日（金） 17時必着  

６．その他  

本事業は、国会における平成24年度予算の成立時期及び内容に応じて、交付の決定時期及び内容 

が変更となる可能性があります。   

 

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=14799 
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☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第29回）の開催について 

2月24日（金）に中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第29回）を開催いたします。本会議は、公 

開で行われます。  

１．日時 平成24年2月24日（金）14:00～17:30  

２．場所 環境省 第１会議室  

   （東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎第５号館22階）  

３．議題  

（１） 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定につ 

いて  

（２） 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について  

（３） その他  

４．公開に関する取扱い  

   （１）この会議は公開で行われます。傍聴可能人数は、20名を予定しています。希望の方が20名 

を超えた場合は、抽選とさせていただきます。その際、同一社･団体等から２名以上の傍聴希 

望があった場合には、各社･団体等から１名ずつとさせていただいた上で、抽選を実施いたし 

ます。  

   （２）傍聴希望の方は、平成24年２月17日（金）17:00（必着）までに、電子メール（テキスト 

形式で提出してください。 

     添付ファイルによるお申込みは御遠慮願います。）又はＦＡＸで、「農薬小委員会（第29回） 

傍聴希望」と明記し、郵便番号、住所、氏名、電話番号、傍聴券の送付先（電子メールアドレ 

ス、ＦＡＸ番号等）及び所属を御記入の上、下記（５．申込先）までお申し込みください（電 

話は不可）。お申込みは傍聴希望者１名につき１通とさせていただきます。  

   （３）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による返信を傍聴券といたしますので、傍聴の際には御持参願います。 

     当日は傍聴の受付に当たり、身分を証明するものを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。  

   （４）委員会の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらをお守りいただけない 

場合は、傍聴をお断りすることがあります。  

[1]事務局の指示した場所以外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、飲食・喫煙等を慎むこと。  

[4]その他、事務局職員の指示に従うこと。  

   （５）カメラ撮影を御希望の報道関係の方は、あらかじめ下記（５．申込先）まで御連絡くださ 

い。なお、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。  

５．申込先  

環境省 水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室内  



中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局   担当：平林、金子  

〒100-8975  東京都千代田区霞が関１－２－２  

 ＴＥＬ:03-3581-3351(内線6643)  

 ＦＡＸ:03-3501-2717  

 電子メール：mizu-noyaku@env.go.jp  

 

担当：中央環境審議会土壌農薬部会事務局（環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室）  西嶋、 

荒木、吉川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14801 

 

 

☆大気汚染防止法関係 

＊平成22年度の大気汚染防止法の施行状況の調査結果の概要 

 今般、全国の都道府県及び大気汚染防止法施行令で定める市（以下「都道府県等」という。）を対象 

に、平成22年度現在の大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じ 

ん発生施設、特定粉じん（石綿）発生施設及び特定粉じん（石綿）排出等作業の届出状況及び規制事務 

の実施状況の調査を行い、その結果を取りまとめました。 

 ばい煙発生施設及び揮発性有機化合物排出施設数並びに特定粉じん排出等作業実施件数は、近年、減 

少傾向にあります。 

 また、平成22年度においては特定粉じん（石綿）排出等作業に関してのみ行政処分が行われています。 

過去５年間においても毎年処分が行われていることから、さらなる解体建築物等からの特定粉じん（石 

綿）の飛散防止対策を推進する必要があります。  

１．届出状況 

（１）ばい煙発生施設数は、217,169施設であった（平成21年度末：218,695施設）。そのうち、 

ボイラー（138,937施設、64.0％）、ディーゼル機関（33,724施設、15.5％）及びガスタービ 

ン（9,164施設、4.2％）が全体の約8割を占めた。  

（２）揮発性有機化合物排出施設数は、3,552施設であった（平成21年度末：3,613 施設）。その 

うち、粘着テープ又は包装材料等の製造に係る接着用の乾燥施設（931施設、26.2％）、塗装 

施設（749施設、21.1％）及び塗装用の乾燥施設（508施設、14.3％）が全体の約6割を占めた。  

（３）特定粉じん発生施設（石綿を製造又は加工する施設）は、平成19年度末までにすべて廃止 

された（平成22年度末時点：0施設）。  

（４）特定粉じん排出等作業（吹付け石綿等が使用されている建築物の解体等の作業）の実施届 

出件数は、9,851件（平成21年度：11,427件）であった。  

２．規制事務実施状況 

（１）都道府県等による工場・事業場への立入検査件数は、24,710件（平成21年度：25,080件） 

であった。 

  そのうち、特定粉じん排出等作業に係る立入検査件数は6,046件で、特定粉じん排出等作業の 

届出数の約6割（61.4％、平成21年度：57.7%）であった。  

mailto:mizu-noyaku@env.go.jp


（２）改善命令等の行政処分件数は３件（平成21年度：6件）であった。  

３．結果の概要 

平成22年度における大気汚染防止法に係る施行状況についての概要は別紙のとおり。 

 

担当：環境省水・大気環境局大気環境課 山本、栗林、村井 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14806 

 

 

☆風力発電施設関係 

＊風力発電事業の環境影響評価法対象事業化に伴う経過措置に係る書類であって 

作成の根拠が条例等であるものの指定に対する意見募集（パブリックコメント）につい 

て 

 この度、平成24年10月１日より、風力発電所の設置又は変更の工事の事業が環境影響評価法の対象事 

業に追加されることに伴い、環境影響評価法第53条第２項に基づき、既に条例や行政指導等に基づいて 

環境影響評価手続を進めていた事業者が、手続の途中段階から法の手続に移行できるよう、同条第１項 

各号に掲げる書類に相当する地方公共団体の条例や行政指導等に基づいて作成された書類を指定するこ 

ととし、その告示案を作成しました。 

 環境省では、本案について、平成24年２月10日（金）から３月12日（月）までパブリックコメントを 

実施いたします。  

１．意見募集の背景  

 環境影響評価法（平成９年法律第81号。以下「法」という。）第53条第２項において、政令の 

制定又は改廃により新たに対象事業となる事業がある政令の施行の際、既に条例や国の行政指導 

等に基づく手続を進めていた段階から法の手続に移行できるよう、一定の要件を満たす書類を、 

法の手続によって作成される書類に相当する書類（以下「相当書類」という。）として指定する 

こととしています。 

また、地方公共団体の条例や行政指導等のどの書類を法のどの書類とみなすかは、環境大臣が地 

方公共団体の意見を聴いて指定することとされています。  

 この度、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令（平成23年政令第340号。以下「改正政令」 

という。）が平成24年10月１日に施行され、風力発電所の設置又は変更の工事の事業が法の対象 

事業に追加されることに伴い、別紙２の考え方に基づき、地方公共団体の条例や行政指導等に基 

づいて作成された書類を指定する告示案を別紙１のとおり作成しましたので、これについてパブ 

リックコメントを実施いたします。  

 なお、本告示案で指定される条例や行政指導等以外に別紙２に記載している要件を満たすもの 

がある場合は、再度パブリックコメントを行った上で、追加で指定することを検討しております。 

（ただし、原則として、本パブリックコメントが終了するまでに公布済みでないものは対象とな 

りません。）  

２．意見募集対象  

 告示案（環境影響評価法の経過措置に係る書類であって作成の根拠が条例又は地方公共団体の 

行政指導等であるもの）  



３．意見募集要領  

（１）意見募集期間 平成24年２月10日（金）～平成24年３月12日（月）17:00まで （※郵送の場 

合は３月12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。  

（３）意見提出先  

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(両名にご送付ください)  

  HIROAKI2_KANEKO@env.go.jp  

  YUMIKO_MIYAMORI@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、 

 「風力発電事業の環境影響評価法対象事業化に伴う経過措置に係る告示案に対する意見」と 

記載して下さい。  

４．資料の入手方法  

 資料(別紙１、別紙２)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 

 

担当：環境省総合環境政策局環境影響評価課 上杉、金子、宮森 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14810 

 

 

☆Carbon Footprint of Products関係 

 

mailto:HIROAKI2_KANEKO@env.go.jp
mailto:YUMIKO_MIYAMORI@env.go.jp
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
http://www.env.go.jp/info/iken.html


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/ 

 

 

 

 

 


