
☆環境影響評価法関係  

＊改正環境影響評価法等の説明会の開催について 

 「環境影響評価法の一部を改正する法律」（以下「改正環境影響評価法」という。）が平成23年４月 

27日に公布され、平成24年４月１日からその一部が施行されます。 

 環境省では、改正環境影響評価法の円滑な施行を図るため、地方公共団体、事業者及び一般の皆様に 

対応していただきたい点などを説明することを目的に、改正環境影響評価法についての説明会を全国５ 

カ所で開催します。  

趣旨 環境影響評価法の完全施行から10年を迎え、法の施行を通じて浮かび上がった課題や、生物多様 

性の保全、地球温暖化対策の推進、地方分権の推進、行政手続のオンライン化等の社会情勢の変 

化に対応するため、改正環境影響評価法が、平成23年４月22日に成立、同月27日に公布され、そ 

の一部が平成24年４月１日から施行されます。 

    改正環境影響評価法においては、交付金の交付対象事業の法対象事業への追加、方法書段階に 

おける説明会開催の義務化、事業の早期段階における環境配慮を図るための計画段階配慮書の手 

続及び環境保全措置等の報告・公表の手続の新設などが盛り込まれました。 

    これを受け、環境省では、環境影響評価法、同法施行令及び同法施行規則等の改正事項を中心 

に、地方公共団体、事業者及び一般の皆様にわかりやすく解説するため、平成24年２月27日（月） 

から３月６日（火）にかけて、全国５カ所（青森県、東京都、愛知県、広島県、福岡県）におい 

て、地方公共団体の皆様及び事業者・一般の皆様を対象に、説明会を開催します。 

    また、本説明会では、東日本大震災復興特別区域法が平成23年12月26日（月）から施行された 

ことを受け、同法における環境影響評価法の特例規定についても、解説を行う予定です。  

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、開催日時及び申し込み方法等の 

詳細についてhttps://www.p-unique.co.jp/kankyou/をご参照いただき、参加をご希望の場合、当 

該ウェブサイトにおける申込要領に従ってメール又はFAX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影響評価課 上杉、上田、横山、相良 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14812 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会循環型社会計画部会（第69回）の開催について 

 標記の会議につきましては、下記のとおり傍聴者を募り、公開形式で開催することとなりましたので、 

お知らせいたします。 

１．日時 平成24年3月5日（月）15：00～17：00 

２．場所 環境省第1会議室 

      東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館 22階 1号室 

３．議題 

○第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第４回点検報告書（案）について  

○「地域循環圏」形成推進に向けた取り組みについて（報告）  

https://www.p-unique.co.jp/kankyou/


４．傍聴 

 本会議は公開です。傍聴を希望される方は、2月29日（水）12:00（必着）までに傍聴希望者ご 

とにＦＡＸ又は電子メールにより、住所、氏名、電話番号及び（差し支えなければ）所属を御記 

入の上、お申し込みください。 

電子メールでお申し込みの場合は件名を「中央環境審議会循環型社会計画部会（第69回）傍聴希 

望」と御記入ください。 

 なお、一般の傍聴が可能な人数は40名を予定しています。傍聴希望者数がこれを上回った場合 

には、傍聴希望者の中から抽選により、傍聴できる方を選定することといたします。 

 その際には、同一社・団体等から２名以上の傍聴希望があった場合、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。 

 傍聴券の配布は致しません。傍聴いただけない場合にのみ、その旨メール等で御連絡を差し上 

げます。 

 なお、中央合同庁舎５号館では入館する際に本人確認を行っていますので「写真付身分証明書」 

（免許証・社員証・パスポート等）を忘れずに御持参ください。 

※傍聴申込期日及び申込先  

申込締め切り 平成24年2月29日（水）12：00  

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課 

循環型社会推進室内 

中央環境審議会循環型社会計画部会事務局 

担当 大嶋、藤沢 

電話：03-3581-3351（内線6819） 

ＦＡＸ：03-3593-8262 

電子メール：junkan2@env.go.jp  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室 中尾、御厩敷(おんまやしき)、 

大嶋 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14814 

 

 

＊中央環境審議会地球環境部会第９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９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２２日（水）１５：００～１８：００ 

２．場所 ： フロラシオン青山『孔雀の間』 

 東京都港区南青山4-17-58 http://www.floracion-aoyama.com/access.php  

３．議題： 

（１）ワーキンググループからの報告について  

mailto:junkan2@env.go.jp
http://www.floracion-aoyama.com/access.php


（２）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９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１７日（金）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９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１７日（金）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９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=14817 

 

 

＊中央環境審議会地球環境部会第１０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１０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２７日（月）１６：００～１８：００ 

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  

mailto:chikyu-teitanso@env.go.jp


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

３．議題： 

（１）ワーキンググループからの報告について  

（２）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１ 

０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２３日（木）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１０回２０１ 

３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２３日（木）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１０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=14827 

 

 

＊中央環境審議会地球環境部会第１０１回の開催について 

中央環境審議会地球環境部会第１０１回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２９日（水）１５：００～１８：００ 

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


２．場所：全国都市会館 ２階『大ホール』 

東京都千代田区平河町２－４－２  

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

３．議題： 

（１）気候変動による影響等について  

（２）2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会における議論の状況について  

（３）今後のスケジュールについて  

（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、「中央環境審議会地球環境部会第１０１回 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２４日（金）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、「中央環境審議会 

地球環境部会第１０１回 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２４日（金）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１０１回事務局  

担 当：中川・星野・中村  

ＴＥＬ：03-3581-3351［内6778］ ＦＡＸ：03-3581-3348  

E-mail：chikyu-ondanka@env.go.jp  

 

担当者：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=14841 

 

 

＊中央環境審議会地球環境部会第１２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１２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 

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


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３月７日（水）１５ ： ００～１８ ： ００ 

２．場所 ： 東海大学校友会館 『阿蘇の間』 

東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビル３５階 

http://www.tokai35.jp/staticpages/index.php?page=acc-000  

３．議題 ： 

（１）ワーキンググループからの報告について 

（２）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１２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３月１日（木）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１２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３月１日（木）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１２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=14847 
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☆環境省政策評価委員会関係  

＊平成23年度第３回環境省政策評価委員会の開催について 

 平成24年３月２日（金）に平成23年度第３回環境省政策評価委員会を下記のとおり開催いたします。 

 本委員会は、公開で行います。  

１．日時 平成24年３月２日（金）14時から16時まで（予定） 

２．場所 環境省 第１会議室（中央合同庁舎５号館 22階） 

      東京都千代田区霞が関１－２－２ 

３．議題 

（１）平成23年度政策評価手法検討部会の検討報告について  

（２）平成24年度環境省政策評価実施計画（案）について  

（３）その他  

４．傍聴について 

 委員会の傍聴を希望される方は、「平成23年度第３回環境省政策評価委員会傍聴希望」と記載 

し、氏名、所属、住所、電話番号、FAX番号を記載の上、２月23日（木）17時（必着）までに、下 

記の申込先へ（FAX又はＥ-mail）でお申し込みください。 

複数名の申し込みの場合も、お一人ずつお申込みください。 

 なお、席の数に限りがありますので、申込者多数の場合は、抽選とさせていただきますのでご 

了承願います。 

傍聴可能となった方には、申込期限日以降に傍聴券を送付（FAX又はＥ-mail）いたしますので、 

FAX又は返信メールの傍聴券を印刷し、当日ご持参くださるようお願いいたします。（中央合同庁 

舎５号館への入館の際には、本人確認を行っていますので、傍聴券と写真付き身分証明書を必ず 

ご持参ください。）  

５．その他 

 傍聴に当たっては、事務局職員の指示にしたがってください。 

 カメラ撮影を希望される場合は、応募の際にその旨を記載してください。（なお、撮影は会議 

冒頭のみといたします。） （お申し込み・お問い合わせ先）  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

環境省大臣官房政策評価広報課 松浦  

TEL： 

03-3581-3351（代表）内線6158 

03-5521-8326（直通）  

FAX： 

03-3591-5939  

Ｅ-mail： 

AKIRA_MATSUURA@env.go.jp  

 

担当者：環境省大臣官房政策評価広報課 高橋、松浦 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14818 
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☆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 ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮に 

よる空調負荷低減等技術）ワーキンググループ会合（第４回）の開催について 

 ３月６日（火）に平成23年度環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮 

による空調負荷低減等技術）ワーキンググループ会合（第４回）（以下「ＷＧ会合」という。）を開催 

いたします。なお、ＷＧ会合は公開で行われます。  

１．第４回ＷＧ会合開催の御案内 

開催日時 平成24年３月６日（火） 15 ： 00～17 ： 00  

開催場所 財団法人 建材試験センター 日本橋オフィス ４階 大会議室  

  〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町２丁目８番４号 日本橋コアビル４階  

  TEL ： 048-920-3814（問合せ先）  

  URL ： http://www.jtccm.or.jp/library/jtccm/info/image/map_nihonbashi.pdf  

議題（予定）  

（１） 実証試験結果報告書の確認  

（２） 実証試験要領の見直しについて  

（３） その他  

２． ＷＧ会合の傍聴 

 本ＷＧ会合は、公開（ただし、資料の一部は非公開。）で行います。傍聴希望の方は、件名を 

「平成23年度環境技術実証事業検討会ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮による空調負 

荷低減等技術）第４回ＷＧ会合傍聴希望」としていただき、住所、氏名、勤務先、電話番号、電 

子メールアドレス及びＦＡＸ番号を明記の上、平成24年２月28日（火）17時必着で、以下の連絡 

先まで電子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。お申込みは、傍聴希望者１人につき１通 

といたします。 

 また、傍聴可能人数は20名を予定していますので、傍聴希望者が20名を超えた場合は、抽選と 

なる場合があります。 

抽選の結果、傍聴いただけない場合はその旨の連絡をいたします。  

３．傍聴希望の連絡先 

財団法人建材試験センター 経営企画部 調査研究課 担当：村上 

〒340-0015 埼玉県草加市高砂２丁目９番２号アコス北館Ｎビル 

TEL ： 048-920-3814       FAX ： 048-920-3821 

E-Mail ： heat_23@jtccm.or.jp  URL ： http://www.jtccm.or.jp/heat  

参考（背景 ・ 経緯） 

 環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価 

が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者 

が客観的に実証することにより、環境技術を実証する手法 ・ 体制の確立を図るとともに、環境技術 

の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。 

 本技術分野では、ヒートアイランド対策技術のうち、「建築物外皮による空調負荷低減等技術」※ 

の実証試験を行っています。 

 平成23年度の実証試験の要領等については、環境技術実証事業ウェブサイトの実証試験要領ウェブ 

http://www.jtccm.or.jp/library/jtccm/info/image/map_nihonbashi.pdf
mailto:heat_23@jtccm.or.jp
http://www.jtccm.or.jp/heat


ページ（http://www.env.go.jp/policy/etv/t3_06.html）の「ヒートアイランド対策技術分野 建築 

物外皮による空調負荷低減等技術 実証試験要領」（第４版）を御参照ください。 

（http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/03/09_5.pdf）  

※ 建築物（事務所、店舗、住宅など）に後付けができる外皮によって室内冷房負荷の低減等をさ 

せ、人工排熱を減少させる技術があります。 

代表的なものとして、窓ガラスの遮蔽性能を向上させ日射熱の侵入量を抑制させる「窓用日射遮 

蔽フィルム（窓用日射遮蔽コーティング材）」や建築物の屋根 ・ 屋上の日射反射率を高め表面温 

度を低下させる「屋根 ・ 屋上用高反射率塗料」があります。 

また、平成22年度より実証対象とした技術として、建築物の屋根 ・ 屋上に敷設し、蒸発潜熱によ 

り屋根・屋上表面温度を低下させる「屋根 ・ 屋上用保水性建材」があります。これらは、既存の 

建築物に適用が可能であること、大規模な工事を必要としないこと、屋上緑化等の技術と異なり 

建物への荷重が問題とならないこと等の理由により、他のヒートアイランド対策と比較して導入 

が容易な技術といえます。  

 

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、佐久間 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14820 

 

 

＊平成23年度環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野（地中熱・下水 

等を利用したヒートポンプ空調システム）ワーキンググループ会合（第３回）の開催に 

ついて 

 ３月６日（火）に平成23年度環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野（地中熱 ・ 下 

水等を利用したヒートポンプ空調システム）ワーキンググループ会合（第３回）（以下「ＷＧ会合」と 

いう。）を開催いたします。なお、ＷＧ会合は公開で行われます。  

１．第３回ＷＧ会合開催の御案内 

開催日時 平成24年３月６日（火） 10 ： 00～12 ： 00  

開催場所 弘済会館 「楓」  

  〒103-0012 東京都千代田区麹町５丁目１  

  TEL ： 03-5276-0333  

  URL ： http://www.kousaikai.or.jp/hall/index.html  

議題（予定）  

（１） 実証試験結果報告書の確認  

（２） 実証試験要領の見直しについて  

（３） その他  

２． ＷＧ会合の傍聴 

 本ＷＧ会合は、公開（ただし、資料の一部は非公開。）で行います。傍聴希望の方は、件名を 

「平成23年度環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野（地中熱 ・ 下水等を利用 

したヒートポンプ空調システム）第３回ＷＧ会合傍聴希望」としていただき、住所、氏名、勤務 

先、電話番号、電子メールアドレス及びＦＡＸ番号を明記の上、平成24年３月２日（金）17時必 

http://www.env.go.jp/policy/etv/t3_06.html
http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/03/09_5.pdf
http://www.kousaikai.or.jp/hall/index.html


着で、以下の連絡先まで電子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。お申込みは、傍聴希望 

者１人につき１通といたします。 

 また、傍聴可能人数は20名を予定していますので、傍聴希望者が20名を超えた場合は、抽選と 

なる場合があります。 

抽選の結果、傍聴いただけない場合はその旨の連絡をいたします。  

３．傍聴希望の連絡先 

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、倉石、山崎） 

〒171-0033 東京都豊島区高田2-17-22 目白中野ビル6F 

TEL ： 03-5956-7503  FAX ： 03-5956-7523  E-Mail ： etv23-hp@exri.co.jp 

URL ： http://www.exri.co.jp/japanese/consulplan/sustain/creation/env/  

参考（背景 ・ 経緯） 

 環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価 

が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者 

が客観的に実証することにより、環境技術を実証する手法 ・ 体制の確立を図るとともに、環境技術 

の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。 

 本技術分野では、ヒートアイランド対策技術のうち、「地中熱 ・ 下水等を利用したヒートポンプ 

空調システム」※の実証試験を行っています。 

本技術分野では、平成23年度より手数料徴収体制となり、実証試験要領の作成 ・ 実証機関の公募選 

定 ・ 手数料項目の設定と徴収等を行う実証運営機関が設置されております。平成23年度は、株式会 

社エックス都市研究所が実証運営機関業務を実施しています。 

 平成23年度環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野（地中熱 ・ 下水等を利用し 

たヒートポンプ空調システム）ワーキンググループ会合（第１回）における検討結果等を踏まえ、ヒ 

ートアイランド対策技術分野「地中熱 ・ 下水等を利用したヒートポンプ空調システム実証試験要領」 

（第３版）を策定し、平成23年５月10日に公表しました。  

※ 地中等（地下水 ・ 河川 ・ 下水等も含む）と外気との温度差を利用して、外気を熱源とする空 

冷式ヒートポンプよりも効率的に建築物の冷暖房を行う技術です。地中熱等（地下水 ・ 河川 ・ 下 

水等の熱も含む）は、冬は外気よりも暖かく、夏は外気より温度が低いという特性を有すること 

から、空気を熱源とするよりも効率よく冷暖房を行うことができます。そして以下の２点で人工 

排熱低減に役立つという特徴を有します。 

[１] 夏季においては、外気と熱交換する空冷式のヒートポンプ（一般的な冷房）のように室外機 

による排熱を空気中に放出せず、地中等に排熱するため、外気への排熱が低減され、外気の温 

度上昇を抑制します。 

[２] 地中熱等を利用したヒートポンプ空調システムの場合、地中等との熱交換は水冷式で行われ 

ます。そのため通常の空冷式（室外機等）に比べてヒートポンプの中の熱交換器を小さくでき 

るため、冷暖房の省エネルギー化の分、排熱が低減されます。  

 

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、佐久間  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14821 
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☆CO２削減・節電ポテンシャル診断セミナー関係  

＊「ＣＯ２削減・節電ポテンシャル診断セミナー2012」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「ＣＯ２削減ポテンシャル診断セミナー2012」 

を開催いたします。 

 本セミナーでは、ＣＯ２削減・節電ポテンシャル診断事業の概要と成果の発表の他、これまでに診断 

を受けた事業者による受診の感想や効果等の発表と、診断機関による最新の温暖化対策技術や診断チェ 

ックポイントの紹介等を行います。 

 温室効果ガス削減や節電等の対策をお考えの企業ご担当者様や診断事業をご検討の自治体ご担当者様 

にご参考いただける内容となっています。  

１．日時 

2012年3月7日（水）15：30～17：30 （開場 15:15） 

２．場所 

東京国際フォーラム D１ホール 

〒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 

100名（先着順）  

※基本的には先着順にて受け付けますので、お早めにお申し込み下さい。  

※定員に達した場合は、同一事業者から複数のご応募があった場合に、参加人数を限らせてい 

ただく場合がございますので、ご容赦願います。  

４．プログラム（※変更の場合あり） 

15:30 １．開会 

    ２．ＣＯ２削減ポテンシャル診断事業について 

      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．受診事業者による取組事例 

      佐藤文利氏 

       （株式会社山武 藤沢テクノセンター 環境安全グループ マネージャー） 

    ４．診断機関による最新ＣＯ２削減対策等について １ 

      高木禎史氏 

       （三機工業株式会社 エネルギーソリューションセンター 環境エネルギー推進 

部 課長補佐） 

    ５．診断機関による最新ＣＯ２削減対策等について ２ 

      川崎正雄氏（日比谷総合設備株式会社  環境ソリューション部 担当部長）  

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


17:30 ６．閉会  

５．申込方法 

事前申込が必要です。参加費は無料です。 

当事業の委託先である（株）三菱総合研究所ホームページよりお申し込みください。 

URL：http://www.mri.co.jp/37p-sympo 

６．お問い合わせ窓口 

 申込方法や本セミナー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。 

○「ＣＯ２削減・節電ポテンシャル診断セミナー2012」事務局（(株)三菱総合研究所）  

担当：松本、長谷川、滝澤 

TEL：0120-626-002 

E-mail：37p-sympo@mri.co.jp  

７．個人情報の取扱いについて 

 本セミナーの申込受付は、環境省より委託を受けた株式会社三菱総合研究所が担当しており 

ます。 

参加希望者の情報について、株式会社三菱総合研究所は本セミナーの運営の目的で利用致しま 

す。 

セミナー終了後、参加希望者の情報は、株式会社三菱総合研究所から環境省へ提供され、ＣＯ 

２削減・節電ポテンシャル診断事業の実施のために使用する場合がございます。個人情報の取 

り扱いに関するお問い合わせは、上述のお問い合わせ窓口までご連絡下さい。 

８．「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 

 本セミナーは「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、田中 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14824 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会（第７回）の開催につい 

て 

「温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会（第７回）」を２月２４日（金）に公開 

で開催いたします。  

http://www.mri.co.jp/37p-sympo
mailto:37p-sympo@mri.co.jp
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14731
http://www.j-cof.go.jp/


１．日時：平成２４年２月２４日（金） １０:３０～１２:００ 

２．場所：経済産業省別館１１階１１１１会議室 

（住所）東京都千代田区霞が関1－３－1  

（http://www.meti.go.jp/intro/data/a710001j.html）  

３．議題（予定）： 

（１）太陽光余剰買取制度に伴うCO2排出係数の調整方法について  

（２）その他  

４．傍聴： 

○本検討会は公開となります。  

○傍聴を御希望の方は、件名に「温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会 

（第７回）傍聴希望」と明記し、［１］氏名、［２］所属、［３］役職名、［４］電話番号、 

［５］傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はＦＡＸ番号）を記入の上、２月２１日（火） 

１７時までに下記申込先まで電子メール又はＦＡＸでお申し込み下さい。（郵送、電話による 

受付はしておりません。 

 また、締切りを過ぎてからの登録は一切無効とさせていただきます。）  

○傍聴席には限りがあるため、希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。「傍聴可」の 

方にのみ２月２２日（水）１７時までに 事務局から電子メール又はＦＡＸにて御連絡いたし 

ます。  

○また、会場となる経済産業省では、庁舎内のセキュリティ強化のため、セキュリティゲート 

を設置しています。 このため、経済産業省別館入口（最寄出口：東京メトロ霞ヶ関駅Ｃ２） 

に本検討会用臨時受付を設置し、傍聴登録者に一時通行証を配布いたしますので、当日は当該 

受付までお越し下さい。入構の際は、事務局から連絡をさせていただいた電子メール又はＦＡ 

Ｘと身分証を確認させていただきますので御用意ください。  

５．連絡先（傍聴の申込先） 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課  

E-mail ：ghg-santeikohyo@env.go.jp  

FAX ：03-3580-1382  

 

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=14829 

 

 

＊「ジャパンラグビー トップリーグ」とのチャレンジ２５キャンペーンの特別協力に 

ついて 

 チャレンジ２５キャンペーン（環境省）では、CO2排出量を削減する新たなライフスタイルとして「朝 

チャレ！（朝型生活にチャレンジ）」を推進しています。「朝から、気持ちよく始めるエコ。」「夜に 

は、ゆっくり休んでエコ。」をテーマに、朝は早く起きて、夜は早く寝ることで、不必要な夜の電力消 

費を抑えるとともに、健全で充実したエコなライフスタイルを推奨しています。 

http://www.meti.go.jp/intro/data/a710001j.html
mailto:ghg-santeikohyo@env.go.jp


 このたび「朝チャレ！」の取組の一環として、「ジャパンラグビー トップリーグ2011-2012」（主催： 

（財）日本ラグビーフットボール協会）と連携し、「ジャパンラグビー トップリーグ2011-2012 プレー 

オフトーナメント」及び「2012トップリーグ オールスター FOR ALLチャリティーマッチ in 仙台」の 

開催会場において、様々な施策を通じて「朝チャレ！」の普及啓発、チャレンジ２５宣言受付を行いま 

す。 

 詳細については、下記をご参照ください。  

■「ジャパンラグビー トップリーグ2011-2012」実施概要 

１．「ジャパンラグビー トップリーグ2011-2012 プレーオフトーナメント」実施概要 

日時 ： セミファイナル [1] 2012年2月19日（日）12時キックオフ  

セミファイナル [2] 2012年2月19日（日）14時キックオフ  

ファイナル 2012年2月26日（日）14時キックオフ  

会場 ：秩父宮ラグビー場  

主催 ：（財）日本ラグビーフットボール協会／朝日新聞社  

主管 ：関東ラグビーフットボール協会  

対戦カード ： セミファイナル [1] パナソニック（リーグ戦3位）vs 東芝（リーグ戦2位）  

  セミファイナル [2] サントリー（リーグ戦1位）vs NEC（リーグ戦4位）  

  ファイナル セミファナイル [2] 勝者 vs セミファイナル [1] 勝者  

２．「2012トップリーグ オールスター FOR ALLチャリティーマッチ in 仙台」実施概要 

日時 ： 2012年3月25日（日） 13時キックオフ（予定）  

会場 ：ユアテックスタジアム仙台  

主催 ：（財）日本ラグビーフットボール協会／ジャパンラグビー トップリーグ  

主管 ：関東 ・ 関西 ・ 九州ラグビーフットボール協会／宮城県ラグビーフットボール協会  

会場 ：ユアテックスタジアム仙台  

後援 ：仙台市体育協会、河北新報、東日本放送  

協力 ：青森県 ・ 岩手県 ・ 福島県 ・ 茨城県ラグビーフットボール協会、 

ジャパンラグビー トップリーグ 14チーム、 

JRFUラグビーファミリー支援会、仙台市体育協会、河北新報、東日本放送  

※ トップリーグ所属チーム全選手の選手間投票上位（※チーム分けは未定）の選手が参加する、 

オールスターゲーム、 チャリティーファンイベント他  

■開催会場における「朝チャレ！（朝型生活にチャレンジ）」普及啓発 活動内容 

（１）チャレンジ２５宣言受付＆「朝チャレ！」スローイングターゲットコーナー展開会場内にて、 

朝型ライフスタイルを提案するチャレンジワードを狙ってラグビーボールをスローイングする 

ターゲットコーナーを設置します。チャレンジ２５宣言をした後に、うまく的を打ち抜いた方に 

はラグビーグッズ抽選会に参加いただけます。  

   （２）会場内大型ビジョンでの「朝チャレ！」紹介 

会場内大型ビジョンで「朝チャレ！」の紹介映像を放映します。  

（３）オールスター出場選手による「朝チャレ！」宣言 

トップリーグオールスター出場選手が試合当日ピッチ上にて来場者に向けて、朝チャレに取り組 

む「朝チャレ！」宣言を行います。 

※3月25日（日）仙台  



   （４）オールスターピッチ内横断幕の設置 

トップリーグオールスター試合会場ピッチ内に「朝チャレ！」横断幕が設置されます。 

※3月25日（日）仙台  

   （５）その他 

ジャパンラグビー トップリーグの公式WEBサイトイベント紹介ページにて、上記の活動内容を 

紹介します。  

＜試合に関するお問い合わせ、取材申し込み先について＞ 

財団法人 日本ラグビーフットボール協会 広報担当 宛  

電話 ： 03-3401-3323   Fax ： 03-5771-5161  

【「朝チャレ！」とは】 

 【朝から、気持ちよく始めるエコ。】 【夜には、ゆっくり休んでエコ。】 

 朝から活動して夜は早めに休むという自然のリズムを心がけることは、一日を有意義にそし 

て健康的に過ごすことができるだけでなく、夜遅くまで使用していた、エアコン、テレビ、照 

明などの使用時間を減らすことができ、自分にも地球にとってもプラスの習慣です。  

そこで、環境省は「朝チャレ！」と題し、朝から始めるエコ活動を推進しています。 

朝は早く起きて、夜は早く寝るといった一日を送ることで不必要な夜の電力消費を抑えるとと 

もに、健全で充実した新しいライフスタイルの実現を目指していきます。 朝チャレ！サイ 

ト [http://www.challenge25.go.jp/asachalle/] 

 

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、佐藤、相澤、押田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14836 

 

 

☆除染等業務講習会関係  

＊除染等業務講習会の開催について 

 環境省では、除染等の事業に関わる事業者・関係機関の方々に、作業を適切かつ安全に行うための規 

則や基本的な知識を得ていただき、各事業場において作業管理に必要な特別教育・指導を実施していた 

だくため、講習会を開催することとしましたので、お知らせいたします。  

１．対象者 除染等の事業に関わる事業者、関係機関の方々  

２．内容 

・ 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく管理の方法  

・ 除染等の作業の方法  

・ 除染等の作業で使用する装置・機器の構造、取り扱い方法  

・ 関係法令  

３．日時 

[1] 平成24年３月１日（木） 10 ： 00～17 ： 00（休憩時間 12 ： 00～13 ： 00）  

[2] 平成24年３月６日（火） 10 ： 00～17 ： 00（休憩時間 12 ： 00～13 ： 00）  

[3] 平成24年３月８日（木） 10 ： 00～17 ： 00（休憩時間 12 ： 00～13 ： 00）  

４．会場 

http://www.challenge25.go.jp/asachalle/


[1] 飯田橋ファースト ホールＡ（東京都文京区後楽２－６－１）  

[2] ホテル福島グリーンパレス 瑞光 西の間（福島市太田町１３－５３）  

[3] 天満研修センター（大阪市北区錦町２－２１）  

５．定員 [1] 420人、[2] 330人、[3] 380人 

６．受講料 無料 

７．申込方法 

 別紙参加申込書により、次の申込先までＦＡＸ又は電子メールによりお申し込み下さい。 

 受講者は、1組織あたり１～２名。（多数の組織の方々に受講していただく必要がありますの 

で、１組織で多数申し込まれた場合は、調整させていただく場合があります。）  

＜申込先＞  

〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6 

財団法人日本環境衛生センター研修広報部 担当 ： 山本、依田 

 TEL ： 044-288-4919/4818 FAX ： 044-288-4952 

 E-mail ： josen3@jesc.or.jp  

８．申込締切日 

[1] 平成24年２月28日（火） 12 ： 00  

[2] 平成24年３月２日（金） 12 ： 00  

[3] 平成24年３月６日（火） 12 ： 00  

申込締切日以前でも、受講希望者が定員に達した場合は、その時点で締め切らせていただきま 

す。  

９．当日持参するもの 

 講習会終了後、「受講証明書」の交付を予定していますので、受講申込書（当局で受講者番 

号を付して返送したもの）と自動車運転免許証等本人確認ができるものを持参して下さい。 

＜補足＞  

○ 労働安全衛生法第５９条第３項に基づく「特別教育」は、事業者が、除染等の業務に就かせる 

労働者に対して、定められた科目と時間で教育を実施しなければならないとされているもので 

す。 

 この講習会は、事業者が教育を行う際の支援を目的としており、教育の義務を履行するため、 

参加することが必須なわけではありません。 

 なお、特別教育には実技が含まれておりますので、義務を履行するためには、各事業者におい 

て、別途、実際に作業する機械等を用いて、１．５時間の教育を実施する必要があります。  

○ 本講習においては、テレビや新聞等のマスコミ取材が入る可能性がありますのでご承知おき下 

さい。  

 

担当：環境省水・大気環境局 弥元、行木、中野、小林  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14835 

 

 

☆日中水汚染物質総量削減に関する国際セミナー関係  

mailto:josen3@jesc.or.jp


 

＊「日中水汚染物質総量削減に関する国際セミナー」の開催について 

日中水環境協力の一環として、平成24年２月28日（火）に「日中水汚染物質総量削減に関する国際セミ 

ナー」を中国・北京市において開催します。 

１．セミナー開催の背景等 

（１）中国では水質汚濁の改善が最重要課題の一つになっています。平成18年３月に決定された 

 「国民経済と社会発展第十一次五カ年計画」では、深刻な水質汚濁を改善するため、化学的酸 

素要求量（COD）排出総量の10％削減が目標として設定されました。また、平成23年３月に決定 

された「国民経済と社会発展第十二次五カ年計画」では、COD排出総量をさらに８％削減すると 

ともに、新たにアンモニア性窒素の排出総量を10％削減するとする目標が追加されました。  

（２）中国における重要課題の解決に協力するため、平成20年５月に日中双方の環境大臣間で、 

「農村地域等における分散型排水処理モデル事業協力実施に関する覚書」が交わされ、中国の 

農村６地域において生活排水処理技術の実証事業を実施しています。 

 また、平成21・22年度の２年間にわたり、「窒素・りんの水質総量削減に係る日中共同研究」 

を実施し、中国の排出総量削減目標の設定に貢献してきたところです。 

 さらに、平成23年４月には、日中双方の環境大臣間で新たに「農村地域等におけるアンモニア 

性窒素等総量削減事業協力実施に関する覚書」が交わされるなど、両国間の水環境分野におけ 

る協力は着実に進捗・強化されています。  

２．セミナーの目的と内容 

 本セミナーは、日中両国の間で実施している以下の水汚染物質総量削減に関する協力プロジェ 

クトの成果を中国国内に広く普及することを目的としています。  

（１）農村地域等における分散型排水処理モデル事業  

（２）窒素・りん水質総量削減に係る日中共同研究  

（３）農村地域等におけるアンモニア性窒素等総量削減モデル事業  

 また、中国側の新たなニーズを踏まえ、セミナー内で、我が国の排水処理企業によるアンモニ 

ア性窒素等削減技術の紹介の場を提供します。 

 ※詳細なプログラムについては、別紙を御参照ください。  

３．開催時期及び場所等 

日時 ： 2012年２月28日（火）9:00-17:00  

場所 ： 中国・北京市（日中友好環境保全センター１階報告庁） 

     北京市朝陽区育慧南路１号 中日友好環境保護中心 

     http://www.zhb.gov.cn/japan/cnt/CNT07.html 

使用言語 ： 日本語及び中国語（同時通訳あり） 

４．主催者 ・ 実施機関 ・ 主な参加予定者 

主催機関 ：日本国環境省 

       中国環境保護部  

実施機関 ： 財団法人地球環境戦略研究機関 

       中国環境保護部環境規画院  

主な参加予定者 ： （日本側）（独）国立環境研究所、専門家、関連企業 

            （中国側）清華大学、地方政府、専門家、関連企業  

http://www.zhb.gov.cn/japan/cnt/CNT07.html


５．問い合わせ及び参加申込み 

お問い合わせ先及び参加申込先は次のとおりです。  

お問い合わせ先：  

財団法人地球環境戦略研究機関本部 本郷綾子 

〒240-0115 神奈川県三浦郡葉山町上山口2,108-11 

TEL ： 046-855-3854、 E-メール ： beijing-office@iges.or.jp  

参加申込先 ： http://www.iges.or.jp/jp/beijing/activity20120228.html  

６．その他 

 本セミナーは、「2012年日中国交正常化40周年記念事業」のとして 認定された行事です。  

参考 ： 2012年日中国交正常化40周年記念事業 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/jc40th/index.html 

日中水汚染物質総量削減に関する国際セミナー 議事次第（案）  

9 ： 00   開会 司会 ： 中国環境保護部総量司、IGES北京事務所  

9 ： 05   開会挨拶 中国環境保護部総量司司長  

    日本環境省水 ・ 大気環境局長  

9 ： 25－9 ： 35 分散型排水処理施設引渡式（大理モデル施設）  

第1部 農村地域等における分散型排水処理モデル事業協力の成果の総括  

司会 ： 中国環境保護部総量司  

 9 ： 40－10 ： 00 主題発言（清華大学環境学院 陳呂軍教授）  

10 ： 00－10 ： 30 農村地域等における分散型排水処理モデル事業協力の成果の紹介  

（IGES北京事務所 小柳秀明所長）  

10 ： 30－10 ： 40 泰州市で実施したサブプロジェクトの成果の発表 

（泰州市環境保護局）  

10 ： 40－10 ： 50 重慶市で実施したサブプロジェクトの成果の発表 

（重慶市環境保護局）  

10 ： 50－11 ： 00 休憩  

第2部 窒素・りん総量削減日中共同研究協力の成果の総括  

司会：中国環境保護部環境規画院水環境規画部 王東主任  

11 ： 00－11 ： 20 主題発言（環境規画院水環境規画部 張文静研究員）  

11 ： 20－11 ： 40 日本の水汚染物質総量規制制度の紹介 

（環境省閉鎖性海域対策室 橋本浩一室長補佐）  

11 ： 40－12 ： 00 窒素・りん総量削減日中共同研究協力の成果の紹介 

（神鋼リサーチ株式会社 野尻英一上席主任研究員）  

12 ： 00－12 ： 15 質疑応答  

12 ： 15－13 ： 15 昼食 休憩  

第3部 農村地域等におけるアンモニア性窒素等総量削減モデル事業協力  

司会：IGES北京事務所 小柳秀明所長  

13 ： 15－13 ： 45 主題発言（環境規画院水環境規画部 呉悦頴副主任）  

mailto:beijing-office@iges.or.jp
http://www.iges.or.jp/jp/beijing/activity20120228.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/jc40th/index.html


13 ： 45－14 ： 15 

 アンモニア性窒素削減技術を含む日本の分散型排水処理技術紹介 

（国立環境研究所地域環境研究センター 水落元之主任研究員）  

14 ： 15－14 ： 30 質疑応答  

14 ： 30－14 ： 45 休憩  

14 ： 45－16 ： 15 日中排水処理技術会社によるアンモニア性窒素等削減技術の紹介  

16 ： 15－16 ： 45 日中専門家によるコメント  

16 ： 45－17 ： 00 総括、閉会  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、若公、大山 

            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=14842 

 

 

☆サスティナブル都市再開発促進モデル関係  

＊平成23年度サステイナブル都市再開発促進モデル事業報告会の開催について 

 「平成23 年度サステイナブル都市再開発促進モデル事業報告会」を３月５日（月）に開催します。本 

報告会は公開で行います。 

～サステイナブル都市再開発モデル事業とは～ 

 全国各地の都市部で実施されている都市再開発の機会を捉えて効果的なCO2 削減を中心とした環境配 

慮を図るため、先進的な温暖化対策に取組む都市再開発事業者に対し、その支援を行う事業です。今年 

度は11 件の事業を採択しています。 

 モデル事業は平成21 年度から実施しており、３か年目の今年度が最終となります。  

（１）日時：平成24 年３月５日（月）10:00～18:15 

（２）場所：経済産業省別館 ８階 827 号会議室 

       〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 

（３）報告内容 

■第一部会 10:00～12:30  

【コーディネーター】 大阪大学大学院工学研究科 下田 吉之 教授  

本庄都市計画事業／本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業 

田子西地区環境防災都市市街地開発事業 

北九州市八幡東区東田地区総合開発事業 

イオン堺鉄砲町ショッピングセンター（仮称）開発事業  

■第二部会 13:30～16:00  

【コーディネーター】 大阪大学大学院工学研究科 下田 吉之 教授  

名古屋駅地区環境まちづくり事業 

大阪ビジネスパーク（ＯＢＰ）リノベーション事業 

福岡天神地区における都市環境改善事業 

日立駅前地区都市更新事業  



■第三部会 16:15～18:15  

【コーディネーター】 社団法人日本環境アセスメント協会 和田 仁志 理事  

（株式会社三菱地所設計 都市環境計画部 部長）  

よみうり文化センター千里中央再整備事業 

赤羽一番街商店街再開発事業 

会瀬エリア都市再開発事業  

（４）報告会の傍聴 

 傍聴を御希望の方は、電子メール又はFAX にて、平成24 年２月29 日（水）必着で、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、傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はFAX番 

号）及び「平成23年度 サステイナブル都市再開発促進モデル事業報告会傍聴希望」の旨を記入  

一般傍聴定員：20名（先着順とさせていただきます）  

※傍聴いただける方には傍聴券を御指定いただいた送付先（電子メール又はFAX）にお送りしま 

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。  

※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、「平成23年度 サステイナブル都市再開発促進モデル事業報告会」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。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境影響審査室 小野、中島、宮森  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14844 

 

 

☆食品リサイクル関係 

＊「登録再生利用事業者制度及び食品リサイクルループの形成促進等に関する説明会」 

の開催について 

 環境省では、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（以下「食品リサイクル法」という。）

に基づく 

制度の普及啓発の一環として、登録再生利用事業者制度の説明と食品リサイクルループの形成促進等に 

ついて事例紹介を行うため、以下のとおり説明会を開催します。  

１．日時等について 

日時 ：平成24年3月23日（金）会場12：30 開始13:00 終了17:30  

場所 ：品川フロントビル会議室Ａ  

東京都港区港南2-3-13品川フロントビルＢ1階（添付資料参照）  

２．説明会の内容（予定） 

（１）基調講演（講師 ： 東京情報大学学長 牛久保 明邦氏）  

（２）食品リサイクル法の概要及び登録再生利用制度等の説明について  

（３）登録再生利用事業者及びリサイクルループの事例紹介  



（４）パネルディスカッション「継続的な再生利用事業のあり方とループ形成のメリットについ 

て」  

３．参加方法 

 参加を希望される方は、添付資料の「説明会申込書」により、メールまたはファクシミリで下 

記の申込先へお申し込みください。 

メールの場合は、説明会申込書にある記載項目をご記入ください。その場合は必ずしも申込書様 

式を用いる必要はありません。 

 参加料は無料です。定員は100名であり、先着順で定員に達し次第、締め切りとさせていただき 

ます。  

申込先 ： 株式会社エックス都市研究所  

（東京都豊島区高田2-17-22）  

電子メールアドレス ： foodwaste@exri.co.jp  

ファクシミリ ： 03-5956-7503  電話番号 ： 03-5956-7523  

（申込受付等の業務は上記に委託しております。）  

 

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、沼田、高橋、高林 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14845 

 

 

☆地球環境小委員会等関係  

＊中央環境審議会地球環境部会第１１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１１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３月２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２－４－２http://www.toshikaikan.or.jp/06access.html 

３．議題 

（１）ワーキンググループからの報告について  

（２）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１１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２８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。 

mailto:foodwaste@exri.co.jp
http://www.toshikaikan.or.jp/06access.html


 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１１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２８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１１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=14848 

mailto:chikyu-teitanso@env.go.jp

