
☆バイオマス事業化戦略検討チーム関係  

 

＊「第2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27日（月曜日）に「第2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 

 平成24年2月2日（木曜日）に開催された「バイオマス活用推進会議」（関係7府省の担当政務で構成）

の 

第4回会合において、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戦略の検討を行

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、その

庶務は、 

文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省が共同で行っています。 

この度、第2回会合を経済産業省において開催いたします。 

なお、議事概要等は、会合終了後に農林水産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 

日時：平成24年2月27日（月曜日） 10時00分～12時00分 

場所：経済産業省 別館8階 827号会議室 

所在地：東京都 千代田区 霞ヶ関 1-3-1 

3.議題 

関係府省・研究機関におけるバイオマス利活用の取組状況について 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

ｷ バイオマス事業化戦略検討チームメンバー（PDF：133KB）  

 

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/120223.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/b_kenntou/index.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/pdf/120223-01.pdf


☆食料産業部会関係 

＊「食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 懇談会」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 食料産業部会 懇談会」を3月2日（金曜日）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、傍聴申し込み要領によりお申し込みください。 

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 

 本懇談会では、「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」において、平成23年度 

中に策定することとされている「食品産業の将来ビジョン（仮称）」について、各委員間で幅広く意見 

交換を行うこととしております。 

これまでの当部会懇談会の資料等については、以下のURLページでご覧になれます。 

また今回の会議資料及び議事概要は、会議終了後に同URLページで公開することとしております。 

(http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/index.html) 

2.日時及び場所 

日時：平成24年3月2日（金曜日）15時00分～17時00分 

会場：農林水産省 本館4階 第2特別会議室(ドアNo.本467) 

所在地：東京都 千代田区 霞が関1丁目2番1号 

3．予定議事 

食品産業の将来ビジョン（仮称）についての意見交換 

4．傍聴可能人数 

30名程度 

5．傍聴申込要領 

1．申込方法 

 FAX又はインターネットにて、以下のお申し込み先に、「食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 懇 

談会」の傍聴を希望する旨、ご氏名（ふりがな）、連絡先ご住所、電話、FAX番号、若しくは、メールア 

ドレスをご記入ください。 

また、お差し支えなければ、勤務先・所属団体についてもご記入ください。  

なお、電話でのお申し込みはご遠慮願います。 

FAXの場合 

宛先：農林水産省 食料産業局 企画課 企画第1班あて 

FAX番号：03-3508-2417 

インターネットでのお申し込みは、こちらのアドレスからお願いします。 

 https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/168b.html 

・傍聴希望者のご氏名（ふりがな）、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。  

・複数名お申し込みの場合も、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28日（火曜日）12時00分必着 

3．希望者多数の場合は抽選を行います。 

http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/index.html
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/168b.html


4．傍聴の可否につきましては、3月1日（木曜日）までに当方からご連絡いたします。 

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連のない書類等の読書  

・喫食及び喫煙  

(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、食料産業部会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は、一般傍聴とは別に席をご用意しておりますが、資料準備等の関 

係がありますので、上記「申込方法」と同様、事前にお申し込みください。その場合、報道関係者であ 

ることを明記してください。 

また、当日は受付で記者証をご提示いただきますので予めご承知願います。 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・委員名簿（PDF：44KB）  

 

担当：農林水産省食料産業局企画課企画第1班 皆川、金子、長谷川 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kikaku/120224.html 

 

 

☆クリーン開発メカニズムプロジェクト関係  

＊クリーン開発メカニズム（CDM）プロジェクト政府承認審査の結果について  

 クリーン開発メカニズム（CDM）事業について、民間8社の連名による政府承認の申請があり、京都メカニ 

ズム推進・活用会議における審査の結果、承認されました。 

1 概要 

 クリーン開発メカニズム（Clean Development Mechanism:以下CDM）事業とは、京都議定書により温室 

効果ガス排出削減が義務づけられている先進国（投資国）と義務を有しない途上国（ホスト国）が共同 

で排出削減事業を実施し、その削減分を投資国が自国の目標達成に利用できる制度です。 

 CDM事業として認められるためには、申請者は、投資国とホスト国の両国からプロジェクトの政府承認 

を得る必要があり、今回、以下のプロジェクトについて、日本政府の承認申請が出され、関係府省から 

構成される京都メカニズム推進・活用会議において審査を実施した結果、承認されました。 

2 申請者 

出光興産 株式会社 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kikaku/pdf/120224-01.pdf


沖縄電力 株式会社 

サントリーホールディングス 株式会社 

一般社団法人 日本鉄鋼連盟 

住友化学 株式会社 

住友共同電力 株式会社 

石油資源開発 株式会社 

東京電力 株式会社 

3 プロジェクトの概要 

実施国：ブラジル 

プロジェクト名：ブラジルにおける工業利用向け再生可能木材供給源としての再植林 

取組概要：鉄鋼業において、鉄の製造にあたり、化石燃料のかわりに再生可能なバイオマスである木炭 

を利用するため、生産性の高い樹種であるユーカリ種等の造林を行います。（面積：11,711ha） 

CO2吸収量予測：約7万6千トンCO2／年 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・（別紙）プロジェクトの概要（PDF：91KB）  

・（参考）クリーン開発メカニズムの流れ（PDF：160KB）  

 

担当：農林水産省大臣官房環境政策課地球環境対策室 反町、高橋 

   林野庁森林整備部計画課海外林業協力室 武藤、天野 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/120224.html 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊第２３回国内クレジット認証委員会の結果について 

 本件の概要 

 平成２４年２月２０日（月）に第２３回国内クレジット認証委員会を開催し、申請があった６６件に 

ついて 

国内クレジットの認証を行いましたので、お知らせいたします。 

 

担当：経済産業省産業技術環境局環境経済室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120221001/20120221001.html 

 

 

＊カーボンフットプリント総括シンポジウムの開催について 

本件の概要 

 経済産業省では、平成２１年度より関係省庁との連携の下、カーボンフットプリント制度試行事業を 

実施しており、来年度より民間事業へ移行する予定です。 

 本シンポジウムでは、これまでの試行事業の成果と国内外の関係者を招聘して今後の制度の在り方や 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/pdf/120224-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/pdf/120224-02.pdf


来年度の民間移行について発表します。 

※本シンポジウムは、インターネットにて生中継いたします。 

インターネット中継ＵＲＬ：http://ch.nicovideo.jp/channel/ch2525185 

 

担当：経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室 

        産業技術環境局 認証課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120222001/20120222001.html 

 

 

＊第35回オフセット・クレジット（J-VER）認証委員会の開催について 

・ 環境省では、平成20年11月より、国内の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトにより実現され 

た排出削減・吸収量をカーボン・オフセットに用いることができるクレジット（J-VER）として認証す 

るオフセット・クレジット（J-VER）制度を運営しています。  

・ 今般、第35回オフセット・クレジット（J-VER）認証委員会を開催しますので、お知らせします。 

  会議は非公開ですが、開催結果は本制度の事務局（気候変動対策認証センター）のホームページで 

公表します。  

１．日時  

平成24年2月28日（火）10:00～15:00  

２．議事次第（予定） 

１．第34回議事概要および関連情報に関する報告・確認  

２. 本制度における各委員会の実施状況  

３．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する報告  

４．プロジェクト計画・妥当性確認に基づくプロジェクト登録可否に関する審議  

５．モニタリング報告・検証に基づく温室効果ガス排出削減・吸収量認証可否に関する審議  

６．その他  

３．公開に関する取扱い 

 本会議は、非公開です。会議資料や議事概要については、後日、本制度事務局を務める気候変 

動対策認証センターのホームページにおいて公表します。  

４．オフセット・クレジット（J-VER）制度の概要 

 これまで、カーボン・オフセットには主に京都メカニズムクレジットが用いられていましたが、 

国内の排出削減・吸収活動によるクレジットを用いたいというニーズの高まりを受け、環境省は、 

平成20年11月より、一定の基準を満たした信頼性の高いクレジットを認証する「オフセット・ク 

レジット（J-VER）制度」を運営しています。  

 本制度の活用によって、これまで海外に投資されていた資金が国内の温室効果ガス排出削減・ 

吸収活動に還流することとなるため、地球温暖化対策と地域経済の活性化が一体的に推進される 

ことが期待されています。  

５．オフセット・クレジット（J-VER）認証委員会について 

 「オフセット・クレジット（J-VER）認証委員会」（以下「J-VER認証委員会」という。）は、 

J-VERの認証・発行・管理を行う機関として環境省が設置したものです。J-VER認証委員会では、 

http://ch.nicovideo.jp/channel/ch2525185


プロジェクト登録に関する決定、オフセット・クレジット(J-VER)の認証・発行に関する決定等を 

行います。（注）  

 J-VER認証委員会の構成委員につきましては、別紙を御参照ください。  

（注）従来、オフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会はこれらの決定を主たる審議事項 

としてきたことから、改組後のJ-VER認証委員会の開催に際しては、認証運営委員会からの通算で 

開催回数をカウントすることとしています。  

  また、今回の会議結果及びこれまでの委員会開催状況・結果については、本制度事務局のホ 

ームページをご覧ください。  

http://www.4cj.org/jver/scheme.html  

 

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、西村  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14860 

 

 

＊第1回 カーボン・ニュートラル認証委員会の開催について 

 第1回カーボン・ニュートラル認証委員会を下記のとおり開催することとなりましたので、お知らせし 

ます。 

会議は非公開ですが、開催結果は本制度の事務局（気候変動対策認証センター）のホームページで公表 

します。  

１．日時 平成24年2月24日（金） 13:30～14:30 

２．議事次第 

（１）はじめに（カーボン・ニュートラル認証制度について概要説明）  

（２）カーボン・ニュートラル認証・計画登録に関する審議  

（３）その他  

３．公開に関する取扱い 

 本会議は非公開です。会議資料や議事概要については、後日、本制度事務局を務める気候変動対策 

認証センターのホームページ(http://jcs.go.jp/cn/scheme.html)において公表します。  

４．カーボン・ニュートラル認証委員会について 

 「カーボン・ニュートラル認証委員会」は、申請案件に対する認証、カーボン・ニュートラルラベ 

ルの付与・発行の承認等を行う機関として環境省が設置したものです。カーボン・ニュートラル認証 

委員会では、申請案件に関する計画登録・認証の決定、カーボン・ニュートラルラベルの付与・発行 

に関する決定等を行います。 

 カーボン・ニュートラル認証委員会の構成委員につきましては、別紙を御参照ください。  

 

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=14882 

 

 

http://www.4cj.org/jver/scheme.html
http://jcs.go.jp/cn/scheme.html


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

の開催について(第2報) 

・近年、カーボン・オフセット※をはじめとする市場メカニズムを活用した地球温暖化対策に市民・企 

業等の関心が徐々に高まり、具体的な取組もひろがりつつあります。  

・環境省では、これまでカーボン・オフセットに取り組む事業者とカーボン・オフセットに用いるクレ 

ジットであるJ-VERを創出するプロジェクト事業者の交流の場として「カーボン・オフセットEXPO」を 

全国各地で開催してきましたが、今般、事業者の皆様が実施されているカーボン・オフセット以外の 

取組も対象に範囲を広げ「カーボン・マーケットEXPO」として、3月7日(水)、東京国際フォーラムに 

て開催することとなりました。  

・この度、上記EXPOにおけるブース出展事業者及びセミナー等の詳細が決定いたしましたので、第2報と 

してお知らせいたします。  

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

室効果ガス排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出 

量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量により創出されたクレジットを購 

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

その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいいます。 

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

２．日時 2012年3月7日（水）10：00～17：00 （一部セミナーのみ17：30まで） 

３．場所 東京国際フォーラム 展示ホール２ 

     〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1 

     TEL:(03)5221-9000（代表） 

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

     JR線・東京メトロ有楽町線有楽町駅より徒歩1分 

     JR線・東京メトロ丸ノ内線東京駅より徒歩5分 

     （JR京葉線東京駅とB1地下コンコースにて連絡）  

４．内容 

 当日の内容は以下のとおりです。 

 なお、チラシは別紙1を、ブース出展者及びブース配置一覧は別紙2を、EXPO全体のタイムスケ 

ジュールは別紙3を、メインセミナー・サブセミナー概要は別紙4を、それぞれご確認ください。  

 

担当者：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=14883 

 

 

☆日仏エネルギー政策対話関係  

＊第１回「日仏エネルギー政策対話」の概要について 

本件の概要 

 平成２４年２月２０日及び２１日に、東京において、第１回「日仏エネルギー政策対話」を開催しま 

した。 

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


閣僚レベル及び高級事務レベルでの会合を２日間にわたって開催し、両国のエネルギーミックス、再生 

可能エネルギー、省エネルギー、原子力エネルギー等について、日仏間で意見交換をしました。 

 

担当者：経済産業省資源エネルギー庁長官官房国際課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120221008/20120221008.html 

 

 

☆アイスランド政府との会談関係  

＊地熱エネルギー分野での協力に関するアイスランド政府との会談結果概要 

本件の概要 

 平成２４年２月１７及び１８日に、超党派地熱発電普及推進議員連盟、経済産業省、独立行政法人石 

油天然ガス・金属鉱物資源機構等は、アイスランドを訪問し、ヨハンナ・シグルザルドッティル首相ら 

と、地熱エネルギー分野での両国の協力に関して会談を行いました。 

 

担当者：資源エネルギー庁資源・燃料部政策課燃料政策企画室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120224002/20120224002.html 

 

 

☆JSCA国際標準化WG関係  

＊ＪＳＣＡ国際標準化ＷＧスマートハウス標準化検討会とりまとめの公表 

本件の概要 

 経済産業省は、スマートハウスに関わる①ＨＥＭＳ（家庭のエネルギー管理システム）～家庭内機器、 

②ＨＥＭＳ～スマートメーター間のインタフェース標準化等を推進していくため、１１月７日に設置し 

た「スマートハウス標準化検討会」について、第３回会合を開催し、これまでの検討内容についてとり 

まとめを行いましたので、お知らせいたします。 

 

担当者：経済産業省商務情報政策局情報経済課 

    資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120224007/20120224007.html 

 

 

☆使用済み指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定関係  

＊使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令の一部を改正 

する省令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、民法等の一部を改正する法律（平成23年法律第61号）が平成24年4月1日により施行される 

ことにより、法人も未成年者の法定代理人となることが可能となったことを受け、使用済指定再資源化 

製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令等を改正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20日（月）から平成24 

年3月21日（水）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 

添付資料を参照 

２．募集要領について 

（１）募集期間 平成24年3月21日（水）17時まで（郵送の場合は左記必着）  

（２）意見の提出方法  以下のホームページから記入要領に従い、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。  

電子政府の総合窓口（http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public） 

  「使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令の一部を改正する 

省令案等に対する意見の募集について」  

（３）意見の取扱い  

 頂いた意見は、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は回答いたしかねますので、あわせて御了承ください。  

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14851 

 

 

☆店頭回収によるプラスチック製品リサイクル関係  

＊店頭回収によるプラスチック製品リサイクルの実証事業開始について 

 環境省では、平成23年度予算事業の一環として、店頭回収によるプラスチック製品リサイクルの実証 

事業を、関係事業者の協力のもと本年２月から３月にかけて行います。  

１．実証事業の目的 

 我が国では容器包装リサイクル法（容リ法）に基づき、市町村が分別収集した容器包装廃棄物 

をリサイクルする仕組みが作られており、プラスチック製容器包装についても容リ法における特 

定事業者（容器包装を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者）の費用 

負担のもとリサイクルが行われています。 

 一方で、生活用品などのプラスチック製品は性状としてはプラスチック製容器包装と同様にリ 

サイクルに向く素材が多く含まれているものの、容リ法の対象外となっているため多くの自治体 

では分別収集が行われず、焼却・埋立による処理が行われています。より高度な循環型社会を形 

成する観点からは、こうしたプラスチック製品についても可能な限りリサイクルを進めていくこ 

とが望ましいといえます。 

 環境省ではこうした問題意識から、製品プラスチック等の効率的な回収システムを構築しリサ 

イクルを促進するためにはどのような対応が考えられるのか、課題を整理するための実証事業を 

行うこととしました。  

２．実証事業の内容（予定） 

 本実証事業は日本環境設計株式会社が事務局となる「ＰＬＡ－ＰＬＵＳ（プラプラ）プロジェ 

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


クト」として実施し、回収参加企業の店頭等でプラスチック製品の回収を行うことで、回収・リ 

サイクルにおける課題を整理します。実証事業の概要は以下のとおりです。 

※参加企業名五十音順  

[1] アスクル株式会社  

１）実施期間 ： 2012年３月１日（木）～３月11日（日）  

２）回収拠点 ： 東京都内の協力事業所10 箇所程度  

３）回収方法 ： 不要となった文具の回収ボックスを企業内に設置し（10箇所程度）、回収ボック 

スを宅配業者が回収します。  

[2] 株式会社ジェイアイエヌ  

１）実施期間 ： 2012年３月３日(土)～３月11日(日)  

２）回収拠点 ： 国内の JINS 全店舗（フランチャイズ含む全国132店舗）  

３）回収方法 ： JINS 各店舗内に専用回収箱を設置し、不要になったメガネ、サングラスを回収 

します。  

[3] スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社  

１）実施期間 ： 2012年２月27日（月）～３月11日（日）  

２）回収拠点 ： 虎ノ門駅前店、浜松町東芝ビル店、新橋駅前店、汐留シティセンター店、ぺディ 

汐留店  

３）回収方法 ： 不要になったプラスチック製タンブラーを上記参加店舗の店頭で回収します。  

[4] 株式会社タカラトミー  

１）実施期間 ： 2012年２月25日（土）～３月８日（木）  

２）回収拠点 ： キデイランド 原宿キャットストリート店２F、トイキングダム イオンモール 

富津店３Fの２店舗  

３）回収方法 ： 不要になったプラスチック製おもちゃを上記回収拠点のレジカウンターにて回収 

します。（※１つの商品のサイズが42cm×58cm×40cm以上のものや、プラスチック製品以外の 

ものは回収できません。）  

[5] らでぃっしゅぼーや株式会社  

１）実施期間 ： 2012年３月５日（月）～３月10日（土）  

２）回収拠点 ： らでぃっしゅぼーや神奈川県内会員（約1,000箇所）  

３）回収方法 ： 専用回収ボックスに不要となったプラスチック製品を梱包し、らでぃっしゅぼー 

や専用便（返り便）で回収します。（※回収箱に入らないサイズのものやプラスチック製品以 

外のものは回収できません。）  

[6] 株式会社良品計画  

１）実施期間 ： 2012年２月25日（土）～３月４日（日）  

２）回収拠点 ： 無印良品有楽町店、神奈川県内の店舗（西友のショップを除く）及び、町田店、 

サントムーン柿田川店、沼津西武店  

３）回収方法 ： 不要となった無印良品のプラスチック製品を、店頭で回収します。（※店頭で配 

布する専用回収袋に入らないサイズのものや、プラスチック製品以外のものは回収できません。）  

３．問い合わせ先 

本実証事業の詳細等については、下記連絡先へお問い合わせください。  

問い合わせ先 ： 日本環境設計株式会社 担当 ： 吉村知恵 



電子メールアドレス ： info@plaplus-project.jp 

ファクシミリ ： 050-3737-3463 電話番号 ： 03-6273-3218 

ホームページ ： http://plaplus-project.jp/ 

 

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、西松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14852 

 

 

☆環境影響評価法関係  

＊環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第８回）の開催につ 

いて 

 「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第８回）」を3月14日（水）に開催 

します。なお、検討会は公開で行います。  

１．環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第８回）の開催について 

（１）日時 ：平成24年3月14日（水）16 ： 00～18 ： 00  

（２）場所 ：経済産業省別館9階944号会議室 

      〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 

      TEL 03-3501-1511  

（３）議題（仮）  

（１）環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会報告書について  

（２）その他  

２．会合の傍聴 

 本会合は公開です。 

 傍聴を御希望の方は、電子メール又はFAXにて、平成24年3月7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「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会傍聴希望」の旨を記 

入。  

一般傍聴定員 ：50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。また、カメラ撮 

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

  「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」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。。）  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境影響評価課 上杉、上田、佐藤 

mailto:info@plaplus-project.jp
http://plaplus-project.jp/


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14853 

 

 

☆Rio＋２０関係  

＊Rio+20を契機としたより良いパートナーシップの構築を目指して～震災復興の経験 

を持続可能な社会づくりに活かす～シンポジウムの開催について 

 持続可能な社会の実現のためにパートナーシップが果たす役割とその効果について、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。 

特に、東日本大震災での経験を持続可能な社会づくりに向けてどのように活かすべきか、パートナー 

シップの今後の展望について、国際的な動向も踏まえ、総合的に討議を行います。 

 これらの討議を通じて、パートナーシップについての理解を深め、2012年6月に開催されるRio+20（国 

連持続可能な開発会議）へ向けて成果を発信します。  

１．日時：平成24年3月19日（月）14:00～17:00 

２．場所：国際連合大学 エリザベス・ローズ国際会議場 

      東京都渋谷区神宮前5-53-70（国際連合大学内） 

      http://archive.unu.edu/hq/japanese/use/hall/index.html 

      東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」Ｂ２出口より徒歩約５分 

      ＪＲ線「渋谷駅」東口より徒歩約１０分  

３．主催：環境省 

共催：国際連合大学サステイナビリティと平和研究所（UNU-ISP） 

    地球環境パートナーシッププラザ（GEOC） 

４．定員：150名（先着順） 

５．プログラム（予定） 

○開会挨拶 河本 晃利（環境省 総合環境政策局民間活動支援室長）  

○基調講演  (1)基調講演１：武内 和彦氏（国際連合大学 副学長） 

                  「自然共生社会とグリーンエコノミー」 

         (2)基調講演２：松下 和夫氏（京都大学大学院 教授） 

                   「リオから20年を経て～グリーン経済とパートナーシ 

ップのこれから～」  

○パネリストからのキーメッセージ  

モデレータ 廣野 良吉氏：成蹊大学 名誉教授  

パネリスト  有馬 利男氏：富士ゼロックス株式会社 相談役特別顧問 

                 「大震災で見えてきたCSRの新しい地平」 

星野 智子氏：環境パートナーシップ会議 理事 

         「パートナーシップ、特に分野横断的な横のつながりをもたせるための 

NGO・NPOからの提案」 

森 秀行氏：(財)地球環境戦略研究機関 所長 

        「リオ＋20に対する展望～レジリエントな社会の構築に向けて～」 

鈴木 正規：環境省 地球環境局長  

http://archive.unu.edu/hq/japanese/use/hall/index.html


○パネルディスカッション  

○閉会挨拶：武内 和彦氏（国際連合大学 副学長）  

６．申込方法 

 参加を希望される方は、3月14日（水）正午までに、希望者ごとに、(1)氏名（ふりがな）、(2) 

所属、(3)連絡先（電子メールアドレスまたはFAX番号）を明記の上、下記の申込先まで御連絡く 

ださい。当日は、申込締切後に事務局より送付する参加票をご持参ください。申込先：電子メー 

ル：partnership@ideacon.co.jp 又はFAX：045-593-7623 

７．お問合せ窓口 

 申込方法や本シンポジウムについてのお問合せ、マスコミ関係者の取材希望（カメラ撮影等を含む） 

は、こちらへご連絡ください。 

シンポジウム事務局（担当：いであ(株)  井上 彩子）  

電子メール：partnership@ideacon.co.jp又はFAX：045-593-7623 

※Rio+20パートナーシップシンポジウム事務局は、いであ(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 

 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．シンポジウムの動画配信について 

当日の模様はUNU Video Portalにてオンライン中継でご覧いただけます。 

開催後の動画閲覧も可能です（http://videoportal.unu.edu/event/245）。  

 

担当：環境省総合環境政策局民間活動支援室 河本、小口 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14858 

 

 

☆日米ワークショップ関係  

＊米国エネルギー省主催除染等に関する日米ワークショップの開催結果について 

 環境省は、米国エネルギー省主催により２月13日～15日に米国ワシントン州ハンフォードで開催され 

た、除染等に関する日米ワークショップに出席しました（本ワークショップは非公開で行われました）。  

１．背景 ・ 目的 

 平成23年３月11日の東日本大震災に伴う福島第一原発の事故への対処に役立てるため、米国ワ 

シントン州ハンフォードにおいて、最新の技術を用いた除染や、政策 ・ 計画等関連する事項に関 

し、経験や知見の共有を進めることを目的に、米国エネルギー省主催の除染等に関する日米ワー 

クショップが開催されました。  

２．ワークショップの概要 ・ 結果 

（１）平成24年2月13日～15日に、米国ワシントン州ハンフォードにおいて、米国エネルギー省主 

催の除染等に関するワークショップが開催され、日米の政策担当者 ・ 研究者 ・ 専門家等約 

90名が参加しました。  

（２）参加者は、ハンフォードの核関連施設跡地等においてエネルギー省により実施されている 

mailto:partnership@ideacon.co.jp
mailto:partnership@ideacon.co.jp
http://videoportal.unu.edu/event/245


廃棄物処理や地下水浄化等の取組状況につき現場を視察するとともに、同地を含め米国各地 

で行われている除染等の実施事例や技術につき、米国エネルギー省や環境保護庁の担当責任 

者等から詳細な説明がなされました。  

（３）日本側からは、放射性物質汚染対処特措法の制定等の除染の枠組みの整備、除染モデル事 

業やモニタリング等取組の進捗状況、除去土壌等の処理に関する考え方や除染ロードマップ 

等今後の進め方に関して紹介を行いました。  

（４）環境省としては、今回のワークショップを通じて得られた米国の取組に係る情報等を、今 

後我が国が除染等の取組を進めるに際しての参考として活用していきたいと考えています。  

 

担当：環境省水・大気環境局 大村、関谷、行木、黒田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14859 

 

 

☆ヒートアイランド対策関係  

＊「ヒートアイランド対策推進ブロックセミナー～ヒートアイランド対策の最新の状況 

と適応策等の対策普及に向けて～」の開催について 

 環境省では、これまでヒートアイランド現象に関する調査研究を多く行い、また、平成22年度まで実 

施したクールシティ中枢街区パイロット事業では、先進的なヒートアイランド対策技術の普及を推進し 

てきました。  

 今般、それらの成果とともに、“適応策”という新たな対策の考え方を盛り込んだ「ヒートアイラン 

ド対策マニュアル～最新状況と適応策等の対策普及に向けて～」を取りまとめましたので、今後のヒー 

トアイランド対策の取組の一助となるよう、本セミナーにて報告いたします。 

１．概要  

 環境省では、これまでヒートアイランド現象に関する調査研究を多く行ってきました。また、 

平成19年度から平成22年度まで実施したクールシティ中枢街区パイロット事業では、先進的なヒ 

ートアイランド対策技術を取り入れる民間事業者に対して補助を行い、対策技術の普及を推進し 

てきました。  

 今般、それらの成果である、ヒートアイランド現象の最新の状況やその要因の変化とともに、 

地方自治体における施策状況や建物に対するヒートアイランド対策の導入に当たっての課題、ヒ 

ートアイランド現象により生じる影響の抑制を目的とした “適応策”という新たな対策の考え方 

等を盛り込んだ「ヒートアイランド対策マニュアル～最新状況と適応策等の対策普及に向けて～」 

を取りまとめましたので、特に地方自治体担当者や民間事業者における今後のヒートアイランド 

対策の取組の一助となるよう、本セミナーにて報告いたします。  

２．日時 

 東京会場 平成24年３月６日（火） 14:00～16:00（13:30受付開始）  

 大阪会場 平成24年３月９日（金） 14:00～16:00（13:30受付開始）  

３．場所（詳細については別添１を御参照ください。） 

○東京会場  

航空会館２階201号  



住所：東京都港区新橋１丁目18番１号  

JR新橋駅(日比谷口) 徒歩5～6分  

地下鉄新橋駅([7]出口) 徒歩5～6分  

地下鉄内幸町駅(Ａ２出口) すぐ  

○大阪会場  

大阪府商工会館Ｂ１階B01号  

住所：大阪府大阪市中央区南本町４丁目３番６号  

地下鉄御堂筋線・中央線・四つ橋線  

本町駅(17番出口) すぐ  

４．定員 各会場50名（先着順）  

※原則として先着順にて受け付けますが、希望者多数の場合は勝手ながら抽選とさせていただ 

きます。  

※定員に達した場合は、同一事業者から複数の御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、御了承ください。  

５．プログラム 

 別添１を御参照ください。  

６．申込み方法 

 本セミナーは事前申込みが必要です。  

 別添２の申込み用紙に必要事項を記入したものを以下の宛先までE-mail又はFAXにてお申込み 

ください。参加可能となった方には、指定いただいた送付先に参加票をお送りいたします。セミ 

ナー当日は必ず御持参ください。  

（宛先）  

一般社団法人環境情報科学センター  

E-mail:heat@ceis.or.jp  FAX:03-3234-5407  

７．申込み締切り 

 平成24年３月１日（木）  

８．問合せ窓口 

 申込方法や本セミナーについては以下の問合せ先までお問合せください。  

（問合せ先）  

一般社団法人環境情報科学センター  

担当：辻、滝本、石丸  

TEL:03-3265-4000  FAX:03-3234-5407  

E-mail:heat@ceis.or.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局大気生活環境室 大村、山根、古堅  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14864 

 

 

☆三河湾地域検討委員会関係 

mailto:heat@ceis.or.jp
mailto:heat@ceis.or.jp


＊平成23年度第３回海域の物質循環健全化計画三河湾地域検討委員会の開催について 

 ３月６日（火）に、平成23年度第３回海域の物質循環健全化計画三河湾地域検討委員会を開催します。 

本委員会では、豊かで健全な海域環境を構築・維持するため、対象地域における栄養塩類の循環バラ 

ンスを回復・向上させるための検討を行います。 

 なお、会議は公開で行います。  

 海域の物質循環健全化計画三河湾地域検討委員会では、海域の状況に応じて陸域・海域が一体とな 

った栄養塩類の円滑な循環を達成するための効率的かつ効果的な管理方策（海域ヘルシープラン）の 

策定を目的とした検討を行っています。 

 今年度第３回の本委員会では、三河湾における栄養塩類循環バランス向上対策の評価等について確 

認するとともに、三河湾ヘルシープランの策定に向けた次年度の方針について検討を行います。 

              記 

１．日時 平成24年３月６日（火）14:00～16:00 

２．場所 TKP名古屋ビジネスセンター ７Ａ 

      名古屋市中村区椿町１‐16 井門名古屋ビル 

      （http://tkpnagoya.net/）  

３．議題（予定） 

（１）三河湾ヘルシープランの検討について  

（２）次年度の検討方針案について  

（３）本年度のとりまとめについて  

（４）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴を希望される方は、電子メール又はＦＡＸにてお申込みください。お申込みの際には、 

  「海域の物質循環健全化計画三河湾地域検討委員会（第３回）傍聴希望」と明記し、住所、 

氏名、勤務先、電話番号、ＦＡＸ番号又は電子メールアドレスを御記入の上、３月２日（金） 

13時必着で、５．の連絡先へお申込みください。  

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

を超過した場合には抽選といたします。 

   電子メールで申し込まれた方は返信メールを印刷したものを、ＦＡＸで申し込まれた方は 

こちらからのＦＡＸによる返信を傍聴券といたしますので、傍聴の際には御持参願います。 

傍聴の可否については、３月２日（金）15時までに連絡いたします。  

（３）当日取材を希望される報道関係者につきましても、５．の連絡先に、３月２日（金）13時 

までに事前登録を行ってください。 

   また、カメラ撮りを希望される場合、その旨も併せて御登録をお願いします（カメラ撮り 

は会議の冒頭のみとさせていただきます）。  

５．連絡先 

いであ株式会社 名古屋支店 

担当者 ： 風間崇宏 kazama@ideacon.co.jp 

     松田深雪 mtd20711@ideacon.co.jp  

〒455-0032 愛知県名古屋市港区入船１－７－15 

        ＴＥＬ ： 052-654-6520 

http://tkpnagoya.net/
mailto:kazama@ideacon.co.jp
mailto:mtd20711@ideacon.co.jp


        ＦＡＸ ： 052-654-6551  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 富坂、阿部、的場 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14865 

 

 

☆環境コミュニケーション大賞関係  

＊第１５回環境コミュニケーション大賞の受賞作決定について 

 環境省と（財）地球・人間環境フォーラムは、優れた環境コミュニケーションを表彰する「第15回環 

境コミュニケーション大賞」を実施しておりますが、この度受賞作を決定いたしました。  

 これに伴い、表彰式を平成24年２月29日（水）に主婦会館プラザエフ（東京都千代田区六番町）にお 

いて開催いたします。  

【環境コミュニケーション大賞】 

 「環境コミュニケーション大賞」は、優れた環境報告書等や環境活動レポート、及びテレビ 

環境ＣＭを表彰することにより、事業者等の環境経営及び環境コミュニケーションへの取組を 

促進するとともに、環境情報開示の質の向上を図ることを目的とする表彰制度です。  

【受賞作について】 

 今回は、環境報告書部門237点、環境活動レポート部門66点、テレビ環境ＣＭ部門16点のあわ 

せて 319点の応募作について審査を行いました。  

 その結果、以下の賞がそれぞれ決定しました。（詳細は別紙参照）  

［環境報告書部門］ 

・環境報告大賞（環境大臣賞） １点 

・持続可能性報告大賞（環境大臣賞） １点 

・地球温暖化対策報告大賞（環境大臣賞） １点 

・優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞） ９点 

・生物多様性報告特別優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞） １点 

・信頼性報告特別優秀賞(サステナビリティ情報審査協会会長賞)  １点 

・奨励賞 ２点 

・環境配慮促進法特定事業者賞 ２点 

［環境活動レポート部門］ 

・大賞（環境大臣賞）  １点 

・優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）  ５点 

・奨励賞 ２点 

［テレビ環境ＣＭ部門］ 

・大賞（環境大臣賞） １点 

・優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞） ２点 

 



一次選考通過作品一覧については、下記URLをご参照ください。  

http://www.gef.or.jp/eco-com/15th_ecom_result.htm  

【表彰式】日時：平成24年２月29日（水） 14:00～16:00 

会場：主婦会館プラザエフ（東京都千代田区六番町15番地）  

（プログラム 予定） 

 第15回 環境コミュニケーション大賞表彰式  

 各賞表彰状授与 

 審査委員長特別講演 山本 良一氏（東京大学名誉教授）  

【表彰式への申込み方法】 

・表彰式の一般参加を希望される方は、下記申込先へ電子メールまたはファクスでお申し込みくださ 

い。  

 第15回環境コミュニケーション大賞 事務局  

FAX:03-3580-8265  E-mail:eco-com15@dynax-eco.com  

・電子メール・FAXには「第15回環境コミュニケーション大賞 表彰式参加希望」（電子メールの場 

合は件名欄に記載）と明記の上、氏名、電子メールアドレスをご記入  

・参加可能な方へは、参加票をメールにて送付致します。  

・参加申込締切は、平成24年２月28日（火）15：00と致します。  

ただし、定員（50名）になり次第受付は締め切ります。なお、受賞関係者席は別途ご用意しており 

ます。  

【表彰式に関する問い合わせ先】 

第15回環境コミュニケーション大賞 事務局 （株式会社 ダイナックス都市環境研究所内） 

担当：谷口・江澤 

〒105-0003 東京都港区西新橋2-11-5  TKK西新橋ビル３階 

TEL:03-3580-8221 FAX:03-3580-8265 E-mail:eco-com15@dynax-eco.com  

 

担当：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=14866 

 

 

☆風力発電関係  

＊平成24年度風力発電等アセス先行実施モデル事業委託業務の公募について 

 環境省では、風力発電所及び地熱発電所について、改正環境影響評価法の全面施行前に、配慮書段階 

の環境影響評価手続に先行的に取り組む事業者により、配慮書に記載する事項の検討等を行うモデル事 

業を実施し、風力発電所及び地熱発電所について質が高く効率的な環境アセスメントの実施を促進する 

ため、「平成24年度風力発電等アセス先行実施モデル事業委託業務」の実施者を募集します。  

１．業務の概要と目的 

 環境省では、風力発電所及び地熱発電所（以下、「風力発電等」という。）について、平成23 

年４月27日に公布された改正環境影響評価法（以下、「改正アセス法」という。）の全面施行（平 

http://www.gef.or.jp/eco-com/15th_ecom_result.htm
mailto:eco-com15@dynax-eco.com
mailto:eco-com15@dynax-eco.com


成25年４月１日）前に、計画段階配慮書（以下、「配慮書」という。）段階の環境影響評価手続 

に先行的に取り組む事業者により、配慮書に記載する事項の検討等を行うモデル事業を実施する 

ことを通じて、風力発電等について質が高く効率的な環境影響評価の実施を促進します。 

 これにより、地球温暖化対策として期待されており、適切な環境配慮がなされた風力発電等の 

着実な導入に貢献します。  

２．公募期間 

平成24年２月23日（木）～平成24年３月14日（水）17時必着  

３．公募対象業務 

 公募の対象のなる業務は、国及び地方公共団体を除く風力発電等の事業者が実施する風力発電 

等の事業について、改正アセス法に準じて、計画段階配慮事項の検討、配慮書に記載する事項の 

検討、配慮書についての一般及び関係地方公共団体からの意見の聴取の方法の検討等、配慮書段 

階の環境影響評価手続を行う上で必要な検討を先行的に実施するモデル的な取組とします。風力 

発電等の事業については、総出力が原則として１万kW以上で、本業務終了後に配慮書段階の環境 

影響評価手続に着手する予定のものであって、具体的な計画を有する等の実現性のある事業であ 

ることとします。 

 その他の条件は別添の公募要領を参照してください。  

４．応募方法と応募に当たっての主な留意事項 

応募方法については、別添の公募要領等をご覧ください。 

本業務の実施については、平成24年度予算の成立を前提としています。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室 小野、馬場、田中、亀井、宮森 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14867 

 

 

☆環境報告ガイドライン関係  

＊「環境報告ガイドライン ２０１２年版（案）」に関する意見の募集について 

 環境省では、平成19年6月に公表した「環境報告書ガイドライン2007年版」を改訂するため、環境報告 

書の作成者、利用者、有識者等からなる「環境報告ガイドライン等改訂に関する検討委員会」を設置し、 

検討を重ねた結果「環境報告ガイドライン2012年版（案）」をとりまとめました。 

 これにつきまして、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、パブリックコメントを実施します。  

 環境省では、環境報告書の作成者、利用者、有識者等からなる「環境報告ガイドライン等改訂に関 

する検討委員会」を設置し、現行環境報告ガイドライン（２００７年版）を改訂するための課題の抽 

出・分析など、改訂のために必要な検討を行い、このたび「環境報告ガイドライン2012年版（案）」 

としてとりまとめました。 

 今後の最終とりまとめの参考とするため、郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、本ガイドラ 

イン（案）に対する皆様のご意見を募集（パブリックコメント）します。  

【主な改訂のポイント】 

主な改訂のポイントは以下のとおりです。 

(1)環境報告を定義し、全体として環境報告の実施を中心とする記載とした。 



  また、環境報告の実施に当たり基本となる重要な事項を「環境報告の基本指針」として明確 

にした。  

(2)環境報告の一般原則を、国際的な検討及びフレームワークを参考に見直した。  

(3)環境配慮経営の定義や方向性を明確にし、かつ環境マネジメント等の環境配慮経営に関する記 

述情報を大幅に追加した。  

(4)経営責任者の考え方や設定した目標が客観的に利用者に伝わるように、KPI(Key Performance  

Indicators)を定義した。  

(5)報告対象期間の重要な事項の記載箇所が分かりやすくなるように、環境報告の概要として「KPI 

の時系列一覧」や「個別の環境課題に関する対応総括」の記載事項を見直した。  

(6)ウェブなどICT（情報通信技術）を利用した際の留意事項等を追加した。  

(7)重要性判断に基づく記載事項の決定と整合するよう記載する情報・指標等の整理を行った。 

  また、重要な課題や事業機会やリスクに関する記載事項を、関連箇所に挿入した。  

(8)環境配慮経営の全体像を記載することを促進するため、経済的側面の状況及び社会的側面の状 

況の考え方の整理をし、各情報を記載事項として示した。  

(9)環境パフォーマンス指標の一つに、災害・事故等の発生を考慮して有害物質等の漏出等に係わ 

る情報を追加した。  

(10)地域情報など、より詳細な情報の報告の考え方を整理した。  

(11)生物多様性の保全等に関する情報・指標を充実させた。  

【ご意見の募集について】 

 平成24年2月23日（木）から平成24年3月23日（金）までの間、広く国民の皆様のご意見を募集 

いたしますので、ご意見のある方は、「意見募集要項」に沿って、ご提出下さい。意見募集要項 

に沿っていない場合、無効となる場合がありますのでご注意願います。 

 皆様からいただきましたご意見につきましては、今後のとりまとめの際の参考にさせていただ 

きます。 

なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

【公表資料の入手方法】 

 「環境報告ガイドライン2012年版（案）」は、以下により入手可能です。 

（１）環境省ホームページのパブリックコメント欄 

（http://www.env.go.jp/info/iken.html）において閲覧可能です。  

（２）事務局窓口（下記【意見提出先】）において配布  

（３）郵送による送付  

 郵送を希望される方は、390円切手を貼付した返信用封筒（A4版の資料が折らずに入るもの。 

送付先の郵便番号、住所、氏名を明記のこと。）を同封の上、下記の意見提出先まで「環境報 

告ガイドライン2012年版（案）」と明記し、送付してください。  

【意見提出先】 

環境省 総合環境政策局環境経済課 環境報告ガイドライン担当宛  

住所：〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

TEL：03-3581-3351(代表)（内線6268）、FAX：03-3580-9568 

電子メール：KIGYO@env.go.jp  

【添付資料】 

http://www.env.go.jp/info/iken.html
mailto:KIGYO@env.go.jp


（１）環境報告ガイドライン 2012年版（案）  

（２）意見募集要領  

※本ガイドライン（案）を読むための参考として以下の参考資料をご活用ください。 

 環境報告ガイドライン2012年版【参考資料】（案）  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、猿田、佐藤  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14872 

 

 

☆産業廃棄物関係  

＊産業廃棄物の排出及び処理状況等（平成２１年度実績）について 

 平成21 年度における全国の産業廃棄物の排出及び処理状況調査等について調査し、その結果を取りま 

とめたので公表する。 

なお、結果の概要は次のとおりで、産業廃棄物の総排出量で前年比約４％の減少となっている。  

産業廃棄物の排出 ・ 処理状況（平成21 年度実績）  

（１）全国の産業廃棄物の総排出量：前年度に比べ、約14 百万トン(約３.５％)減少。  

・ 平成21 年度総排出量約3 億8,975 万トン（前年度約4 億366 万トン）  

（２）業種別排出量：前年度と同様、上位６業種で総排出量の８割以上。  

１ 電気・ガス・熱供給・水道業 約9,637 万トン（24.7％） （前年度 約9,628 万トン 23.9％） 

２ 農業・林業 約8,841 万トン（22.7％） （前年度 約8,797 万トン 21.8％） 

３ 建設業 約7,364 万トン（18.9％） （前年度 約7,646 万トン 18.9％） 

４ パルプ・紙・紙加工品製造業 約3,417 万トン（ 8.8％） （前年度 約3,358 万トン 8.3％） 

５ 鉄鋼業 約2,490 万トン（ 6.4％） （前年度 約3,196 万トン 7.9％） 

６ 鉱業 約1,387 万トン（ 3.6％） （前年度 約1,287 万トン 3.2％）  

（３）種類別排出量：前年度と同様、上位３品目で総排出量の約８割。  

１ 汚泥 約1 億7,363 万トン（44.5％） （前年度約1 億7,611 万トン 43.6％） 

２ 動物のふん尿 約 8,816 万トン（22.6％） （前年度約 8,770 万トン 21.7％） 

３ がれき類 約 5,892 万トン（15.1％） （前年度約 6,119 万トン 15.2％）  

（４）産業廃棄物の処理状況：前年度に比べ、最終処分量が約17％減少。  

・再生利用量 約2 億0,671 万トン（53.0％） （前年度約2 億1,651 万トン 53.6％） 

・減量化量 約1 億6,944 万トン（43.5％） （前年度約1 億7,045 万トン 42.2％） 

・最終処分量 約 1,359 万トン（ 3.5％） （前年度約 1,670 万トン 4.1％）  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 廣木、林、佐川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14881 

 

 

☆大気汚染防止法関係  



＊平成22年度大気汚染状況について（微小粒子状物質を除く。）≪一般環境大気測定局、 

自動車排出ガス測定局の測定結果報告≫ 

 我が国では、大気汚染防止法（以下「大防法」という。）に基づき、都道府県及び大防法上の政令市 

において大気汚染の常時監視が行われており、平成22年度の結果について取りまとめましたので、お知 

らせします。 

なお、微小粒子状物質については、別途報告しています（同日発表）。 

 平成22年度末現在の測定局数は、全国で1,932局であり、内訳は一般環境大気測定局（以下「一般局」 

という。）が1,503局（国設局９局を含む。）、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）が429 

局（国設局10局を含む。）となっています。  

１ 二酸化窒素（ＮＯ２）  

 環境基準達成率は、一般局では近年すべての測定局で環境基準を達成しており、平成18年度から５ 

年連続で100％となりました。 

自排局では97.8％で平成21年度（95.7％）と比較するとやや改善されました。 

 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の対策地域については、一般局では平成18年度から５年連続で100％となり、 

自排局では95.7％で、平成21年度（92.9％）からやや改善されました。 

 また、年平均値の推移については、一般局、自排局とも近年ゆるやかな改善傾向となっています。  

２ 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）  

 環境基準達成率は、一般局で93.0％、自排局で93.0％であり、平成21年度（一般局：98.8％、自排 

局：99.5％）と比較すると、一般局、自排局とも悪化しましたが、環境基準非達成の理由は、ほとん 

どが黄砂によるものでした。 

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の対策地域については、一般局では100％、自排局では99.0％でした。（平成21 

年度は、一般局、自排局ともに100％） 

 また、年平均値の推移については、一般局、自排局とも近年ゆるやかな改善傾向となっています。  

３ 光化学オキシダント（Ｏx）  

 環境基準達成率は、一般局、自排局ともに0%であり、達成状況は依然として極めて低い水準となっ 

ています（平成21年度 一般局：0.1%、自排局：0%）。 

 また、昼間の日最高１時間値の年平均値については、近年漸増しています。 

 なお、「光化学オキシダント調査検討会」（平成23年８月設置）において、今後必要とされる対策 

を見据えた調査研究のあり方について平成24年３月末までに取りまとめる予定です。  

４ 二酸化硫黄（ＳＯ２）  

 環境基準達成率は、一般局で99.7％、自排局で100％であり、近年ほとんどすべての測定局で環境基 

準を達成しています。  

５ 一酸化炭素（ＣＯ）  

 環境基準達成率は、一般局、自排局とも近年すべての測定局で環境基準を達成しています。  

 

担当：環境省水・大気環境局大気環境課 山本、原 

   環境省水・大気環境局自動車環境対策課 弥元、赤坂 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14868 

 



 

＊平成22年度大気汚染状況について ～微小粒子状物質（PM2.5）～《一般環境大気測 

定局、自動車排出ガス測定局の測定結果報告》 

 微小粒子状物質（以下「PM2.5」という。）については、平成21年９月に環境基準が設定されたことか 

ら、平成22年３月に「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務 

処理基準」を改正し、測定対象物質に追加しました。 

 平成22年度は、環境基準設定後初めて、標準測定法との等価性を有する自動測定機の使用など、有効 

な測定が行われたことから、今般、平成22年度の測定結果について取りまとめました。 

  １．測定局数  

 平成22年度末現在の測定局数は、73局（一般局：45局、自排局：28局）であり、うち有効測定局 

数※は46局（一般局：34局、自排局：12局）となっています。  

  ２．評価  

 環境基準達成率は、一般局で32.4％（11局）、自排局で8.3％（１局）でした。また、環境基準非 

達成局（一般局：23局、自排局：11局）のうち、黄砂の影響により非達成となったのは５局（一般 

局：５局、自排局：０局）でした。 

 また、全国における年平均値は、一般局で15.1µg/m3、自排局で17.2µ/m3でした。  

 ３．今後の対応  

 今回の測定結果については、有効測定局が存在しない自治体があるなど有効測定局数が十分では 

ないことから、全国的な評価を行うことは困難ですが、多くの地点で環境基準が達成されていない 

と推測されます。 

 今後、全国的な濃度状況を把握するため、早急な測定体制の整備や成分分析を実施するとともに、 

これらのデータを活用して発生源の把握や生成機構の解明等を進めます。 

また、固定発生源や移動発生源に対しこれまで実施してきた粒子状物質全体の削減対策を着実に 

進めていくこととしています。  

 

担当者：環境省水・大気環境局大気環境課 山本、芳川 

    環境省水・大気環境局自動車環境対策課 弥元、赤坂   

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14869 

 

 

☆放射性物質汚染対処特措法関係  

＊放射性物質汚染対処特措法に基づき国が除染を実施する地域における詳細モニタリ 

ングについて 

 環境省では、放射性物質汚染対処特措法に基づき国が除染を実施する地域における詳細モニタリング 

を11月7日（月）より開始し、このたび一部の測定結果を取りまとめましたので、中間報告として公表い 

たします。  

１．詳細モニタリングの目的・概要 

 放射性物質汚染対処特措法に基づき国が除染を実施する地域（警戒区域及び計画的避難区域） 

において、居住地を中心に詳細な空間線量分布図を作成し、同法に基づく特別地域内除染実施計 



画策定のための参考とするため、 

詳細なモニタリングを行うものです。  

２．実施概要（中間報告分） 

（1）実施期間：平成23年11月7日～11月24日、平成23年12月15日～12月21日、 

        平成24年1月6日～1月16日  

（2）測定地域：警戒区域及び計画的避難区域において、空間線量率が20mSv/年（3.8µSv/時）及 

び 50mSv/年（9.5µSv/時）に相当する地域を中心に測定地域を設定しました。具 

体的には、内閣府・文部科学省から公表されている警戒区域及び計画的避難区域 

のモニタリングデータを参考に、2kmメッシュごとに測定範囲を検討し、その中を 

原則として100mメッシュに区切って空間線量率の分布を把握しました。  

（3）測定方法：測定員、自動車による走行モニタリング、無人ヘリコプターを併用 

         ※無人ヘリコプターは、今回の測定範囲では使用していないが、人が立ち入 

ることができない地域を中心に測定を実施  

（4）実施体制： 環境省 ：指揮、監督  

(独)日本原子力研究開発機構 ：走行モニタリングによる測定実施及び無人ヘリコプタ 

ーによる測定実施 

 ※無人ヘリコプターは、今回の測定範囲では使用していないが、人が立ち入ることが 

できない地域を中心に測定を実施  

東京電力株式会社※ ：測定員による100mメッシュの測定及び走行モニタリングによる 

測定実施 

       ※同社は、環境省の要請に応じて詳細モニタリング事業に協力するもの  

（5）主な結果： 居住地を中心に20mSv／年以下、20mSv／年を超え50mSv／年以下、50mSv／年超 

の分布状況がある程度明瞭となり、特別地域内除染実施計画策定のための有用 

な基礎情報を得ることができました。詳細については、以下のＵＲＬを参照く 

ださい。  

※「放射性物質汚染対処特措法に基づき国が除染を実施する地域における詳細モニタリングに 

ついて（中間報告）」 ＵＲＬ：http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14870  

 

担当：環境省水・大気環境局 牧谷、清丸、百瀬 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14870 

 

 

＊放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定について 

 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ 

れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（放射性物質汚染対処特措法）」に基づ 

き、宮城県亘理町と福島県柳津町を汚染状況重点調査地域として追加で指定することとしましたので、 

お知らせいたします。 

 なお、汚染状況重点調査地域として指定した市町村は、平成23年12月28日に指定した102の市町村と合 

わせ、104市町村となります。  

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14870


 

担当：環境省水・大気環境局 牧谷、手島、湯浅  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14879 

 

 

☆環境経済観測調査関係  

＊平成23年12月環境経済観測調査について 

 環境省では、平成22年12月から半年ごとに実施している「環境経済観測調査」について、平成23年12 

月調査の結果をとりまとめました。 

 調査結果によれば、環境ビジネスの業況ＤＩは＋４と前回の昨年6月調査から横ばいにとどまりました 

が、引き続き全産業を上回り、10年先にかけてほとんどの環境ビジネスで改善が予想されていました。 

ただし、牽引役の地球温暖化対策分野では、前回調査に比べて成長期待の鈍化がみられました。 

 また、東北における今後の環境ビジネスの新規展開および拡充については、「再生可能エネルギー」 

をトップに回答全体の8.2％にあたる341社から662件の実施意向が示されました。  

１．調査の概要 

（１）調査期間  平成23年11月21日（月）～平成24年1月12日(木)  

（２）調査対象  全国の資本金2,000万円以上の民間企業のうち、資本金、業種別の層化無作為 

抽出法により選定された11,908社。有効回答数4,176社、有効回答率35.1％。  

（３）調査項目（調査票は別掲）  

問1 (1)我が国の環境ビジネスの業況（現在、半年先、10年先） 

   (2)我が国で発展している環境ビジネス分野（現在、半年先、10年先）  

問2 今後実施したい環境ビジネス（最大３つ、及び東北６県で新規展開・実施したいもの最大 

３つ）  

問3-1 実施している環境ビジネスの有無  

問3-2 全社的な業況等（質問事項は問3-3の(1)～(9)と同様）  

問3-3 実施中の環境ビジネス（最大３つ）とその業況等（現在、半年先、10年先）(1)業況、 

(2)業界の国内需給、(3)提供価格、(4)研究開発費、(5)設備規模、(6)人員体制、(7) 

資金繰り（現在のみ回答）、(8)業界の海外需給（海外向け事業を実施している場合） 

     (9)海外販路拡大の意向（海外向け事業を実施していない場合）  

２．調査結果の概要 

調査の主な結果は以下の通りです。  

（１）我が国の環境ビジネスについて、今後の発展を見込んでいる企業が引き続き大勢を占めた。 

   足下から半年後までは省エネルギー自動車が最も発展しているとみられており、10年先に 

かけては、再生可能エネルギーや、スマートグリッド、蓄電池等のエネルギー関連産業等 

が有望とみられていた。  

（２）環境ビジネスに係る「現在」（12月）の業況ＤＩ（ディフュージョン・インデックス：「良 

い」と回答した割合－「悪い」と回答した割合、％ポイント）は4と、前回の平成23年6月 

調査の3からほぼ横ばいにとどまった。他方、これまでの調査と同様に、環境ビジネスが全 

ビジネス（全産業に同じ、業況ＤＩ 前回-11、今回-8）を上回る景況感を示したほか、10 



年先にかけてほとんどの環境ビジネスで改善が見込まれていた。  

（３）環境ビジネスの中で牽引役となっている地球温暖化対策分野においては、前回調査に比べ 

て業況等のＤＩが低下しており、特に海外需給では、調査時点現在のＤＩが９と、過去２ 

回の調査（平成22年12月 14、前回18）に比べて低下したほか、10年先の予測ＤＩも前回調 

査の20から9まで低下しており、欧州で再生可能エネルギー等への政府支援が縮小されたこ 

となどが影響したものと考えられる。  

（４）東北6県における今後の環境ビジネスの新規展開および拡充については、回答企業の8.2％ 

にあたる341社から662件の実施意向が示された。 

   実施したいビジネスとしては「再生可能エネルギー」（太陽光発電を除く）がトップとな 

ったほか、「スマートグリッド」、「太陽光発電システム（関連機器製造）」といったエ 

ネルギー関連のビジネスが上位に挙げられた。また、除染、除塩等に関連した土壌、水質 

浄化関連ビジネスが第2位、第3位に入った。  

「過去の調査結果を含めた情報については、環境経済情報ポータルサイト 

（http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/）内の本調査のサイトをご覧下さい。 

 http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/B_industry/b03.html 」  

関連資料 

 報道発表資料（http://www.env.go.jp/press）の本件発表サイトにおいて、下記資料を掲示します。  

・報告書  

・統計表（pdf及びxls形式）  

・地域別統計表（pdf及びxls形式） 

 

担当者：環境省総合環境政策局環境計画課環境経済政策調査室 永島、宮永、弘内 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14875 

 

 

☆生物多様性関係  

 

＊研究開発段階の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程承認に係る学識経験者からの 

意見聴取会合(平成２３年度第３回)の開催について 

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）に 

係る第一種使用規程について、学識経験者からの意見を聴取するための会合を開催いたします。  

１．日時 平成２４年３月５日(月) １４：３０～１７：００ 

２．場所 中央合同庁舎第７号館東館 １７階１会議室 

     (東京都千代田区霞が関３丁目２番２号)  

３．議事 

(１)研究開発段階の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程承認に係る申請書等の検討について  

【審査案件】複合病害抵抗性イネ(OsWRKY45遺伝子発現イネ) 計６件  

(２)その他  

４．傍聴 

http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/
http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/B_industry/b03.html
http://www.env.go.jp/press


（１）傍聴可能人数 

 ２０名程度（傍聴希望者多数の場合には、先着順となります。）  

（２）申込先 

 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課  

 生命倫理・安全対策室 木村  

 電話（直通）：０３－６７３４－４１１３  

 ＦＡＸ番号 ：０３－６７３４－４１１４  

（３）申込締切日 

３月２日（金）１７時  

（４）その他 

 冒頭カメラ撮りは可能です。  

５．お問い合わせ先 

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 

担当者 植竹、串田 

代表：０３－３５８１－３３５１（内線６９８２）  

 

担当者：環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 関根、東岡、串田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14876 

 

 

☆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/ 


