
☆漁港のエコ化促進関係  

＊「第4回 漁港のエコ化推進のための技術検討会」の開催及び一般傍聴について 

 水産庁は、平成24年3月9日（金曜日）に「第4回 漁港のエコ化推進のための技術検討会」を開催します。 

本検討会は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとさせていただきます。 

1.概要 

 漁業活動において生じる二酸化炭素排出量の削減による地球温暖化防止と省エネによるコスト縮減を 

推進するため、漁港への再生可能エネルギー導入や漁船・車両等の電動化に対応した給電施設等の技術 

的な検討を行う「漁港のエコ化推進のための技術検討会」を以下のとおり開催します。 

なお、今回の会議資料及び議事の概要は、会議終了後に次のURLページで公開することとしています。 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/keikaku/eco.html 

2．日時及び場所 

日時： 平成24年3月9日（金曜日）10時00分～12時00分 

会場： 農林水産省 本館8階 水産庁中央会議室(ドアNo.本835) 

所在地： 東京都 千代田区 霞ヶ関1-2-1 

3．予定議事 

(1)漁港のエコ化の方針（中間取りまとめ）（案） 

(2)その他 

4．傍聴のお申込み 

 当日の傍聴席は16席を予定しております。傍聴を希望される場合は3月6日（火曜日）の12時までに、 

「第4回 漁港のエコ化推進のための技術検討会」傍聴希望と記載し、所属、役職、氏名、連絡先（電話 

番号、FAX番号又は電子メールアドレス）をFAX又はインターネットにてお申込みください。 

(1)FAXによるお申込先 

  宛先 : 水産庁 漁港漁場整備部 計画課 企画班 宛 

  FAX : 03-3581-0326 

(2)インターネットによるお申込先 

  https://www.contact.maff.go.jp/jfa/form/7eaf.html 

・車椅子の方、盲導犬、聴導犬又は介助犬をお連れの方、手話通訳等を希望される方は、その旨、お書 

き添えください。 

・また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方の氏名も併せてお書き添えください。  

・複数名お申込みの場合もお一人ずつの記載事項をお書きください。  

 傍聴希望多数の場合は、途中で受付を締め切らせていただきます。 

その場合は、傍聴の可否を3月7日（水曜日）の17時までに知らせいたします。  

5．傍聴される皆様への注意事項 

傍聴に当たり、次の留意事項を順守してください。 

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。）  

http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/keikaku/eco.html
https://www.contact.maff.go.jp/jfa/form/7eaf.html


・報道関係者の方々を除き、会場においてのカメラ、テープレコーダー、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  

・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、事務局職員の指示に従うこと。  

6.報道関係者の皆様へ 

報道関係者で取材を希望される方は、一般傍聴とは別に席をご用意しておりますので、お申込みいた 

だく必要はありません。 

ただし、ご用意した席が満席となった場合は、お立ちいただくことになります。その場合はご容赦く 

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：水産庁漁港漁場整備部計画課 石井、柳瀬 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keikaku/120229.html 

 

 

☆生物多様性関係  

＊「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クア 

ラルンプール補足議定書」への署名について 

 本日の閣議において、我が国として「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する 

名古屋・クアラルンプール補足議定書」に署名することが決定されました。署名は、国連本部（於：ニュー 

ヨーク）において、現地時間3月2日（金曜日）15時30分から行われる予定です。  

概要 

1. 「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプー 

ル補足議定書」は、わが国が議長国となって愛知県名古屋市で平成22年10月に開催されたカルタ 

ヘナ議定書第5回締約国会議（MOP5）において採択され、遺伝子組換え生物の国境移動による損 

害の責任及び救済に関して、締約国が講ずるべき措置を規定しました。  

2. 本補足議定書は、昨年3月7日から1年間署名のために開放されており、この度、日本が署名する 

こととなりました。 

  なお、これまで46カ国・地域が署名を行い、現時点ではラトビアとチェコの2カ国が締結してい 

ます。   

署名について   

日程 平成24年3月2日（金曜日）15時30分から16時00分（現地時間） 

場所 国連本部（於：ニューヨーク） 

なお、補足議定書には、西田恒夫国際連合日本政府代表部大使が署名する予定です。  

 

担当：農林水産省大臣官房環境政策課 大友、佐々木 

詳しくは↓ 



http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/120302.html 

 

 

＊「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クア 

ラルンプール補足議定書」への署名について 

本日の閣議において、我が国として「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に 

関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」に署名することが決定されました。  

 署名は、国連本部（於：ニューヨーク）において、３月２日（金）（現地時間）に国連代表部大使が 

行う予定です。  

１．経緯等  

 平成22年10月に愛知県名古屋市で、生物多様性条約第10回締約国会議（ＣＯＰ10）に併せて開 

催されたカルタヘナ議定書第５回締約国会議（ＭＯＰ５）の重要な成果である「バイオセーフテ 

ィに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」に 

ついて、３月２日（金）の閣議において署名が決定され、同日に国連代表部大使がニューヨーク 

の国際連合本部で補足議定書に署名する予定です。  

 平成12年に、バイオテクノロジーにより改変された生物による生物多様性影響を防止するため、 

「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が採択され、平成 

15年に発効しました。 

我が国は、国内担保のため「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）」を制定し、平成15年に議定書を締結しました。カルタヘナ法を平 

成16年に施行しています。  

 名古屋・クアラルンプール補足議定書は、国境を越えて移動した遺伝子組換え生物により損害 

が生じた場合の責任と救済を定めたものであり、遺伝子組換え生物による生物多様性影響を防止 

するためのカルタヘナ議定書が定めるルールを補完するものです。 

平成23年３月７日から本年３月６日まで１年間署名開放されており、これまで４５ヶ国及びＥ 

Ｕが署名しています。  

 （現在の署名国）  

 コロンビア、デンマーク、オランダ、スウェーデン、パナマ、ペルー、ハンガリー、アイルラ 

ンド、モンテネグロ、ルーマニア、スロベニア、オーストリア、ブルガリア、チェコ、フィンラ 

ンド、フランス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、スイス、チュニジア、イタリア、ア 

ンティグア・バーブーダ、モーリタニア、スペイン、ドイツ、ポルトガル、ベルギー、ポーラン 

ド、マダガスカル、モザンビーク、ベニン、カーボヴェルテ、インド、トーゴ、キプロス、ギニ 

アビサウ、モンゴル、ニジェール、モルドバ、セネガル、スロバキア、ウクライナ、チャド、イ 

ギリス及びＥＵ  

 補足議定書は、４０番目の国の締結から９０日目の日に発効します。ラトビア及びチェコの２ 

ヶ国が既に締結しています。  

２．添付資料 

・補足議定書の概要  

 

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、植竹 



詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14912 

 

 

☆太陽光発電関係  

＊太陽光発電の余剰電力買取制度における平成２４年４～６月の買取価格の決定につ 

いて 

本件の概要 

 平成２１年１１月に開始された太陽光発電の余剰電力買取制度（※１）について、再生可能エネルギ 

ーの固定価格買取制度（※2）が開始される本年７月１日までの３か月間（４～６月）の買取価格を決定 

しましたので、お知らせいたします。 

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

本年度の買取価格を延長適用するものです。 

 なお、今回、決定した買取価格は、現行制度上の価格であり、施行準備中の再生可能エネルギーの固 

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：資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部再生可能エネルギー推進室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120301001/20120301001.html 

 

 

☆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小規模事業場向け有機性排水処理技術分野ワー 

キンググループ会合（第２回）の開催について 

 ３月21日（水）に平成23年度環境技術実証事業検討会小規模事業場向け有機性排水処理技術分野ワー 

キンググループ会合（第２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２回ＷＧ会合開催の日時、場所、議題 

開催日時 平成24年３月21日（水） 14：00～16：00  

開催場所 主婦会館プラザエフ コスモス（３Ｆ） 

       〒102-0085東京都千代田区六番町15番地 主婦会館プラザエフ 

       TEL：03-3265-8111 

       URL：http://www.plaza-f.or.jp/access_index.html  

議題（予定） 

（１）実証試験結果報告書の検討について  

（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小規模事業場向け有機性排水処理 

http://www.plaza-f.or.jp/access_index.html


技術分野第２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16日（金）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、３月19日（月）17時までにその旨の連絡をいたします。  

３．傍聴希望の連絡先 

財団法人日本環境衛生センター 東日本支局 環境科学部（担当：並木、紀平） 

〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6 

TEL：044-288-5132  FAX：044-288-4850  e-mail：kagaku@jesc.or.jp  

参考（背景・経緯） 

 既に実用化され、有用と思われる先進的環境技術でも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、消費者、企業、地方公共団体等のエンドユーザーが安心して使用する 

ことができず、普及が進んでいない場合があります。 

環境技術実証事業とは、このような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 

全効果等を第三者機関が客観的に実証する事業です。 

    環境技術実証事業 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野では、水質汚濁防止法の規制の 

対象とならない小規模事業場*（日排水量50m3未満）等からの有機性排水（例えば、油分の処理、 

汚泥量の低減等）を適正に処理する排水処理技術（装置、プラント等）について、実証試験を行 

っています。 

また、実証試験の対象となる技術として、総合的な排水処理技術のほか、特定の汚濁物質の除 

去を目的とした排水処理技術、汚泥に関する技術も幅広く対象としています。 

* 平成22年度水質汚濁防止法等の施行状況（平成23年11月）」によると、平成23 年３月末に 

おいて、水質汚濁防止法により届出が必要な特定事業場数267,499件のうち、規制の適用外で 

ある１日の排水量が50m3未満の小規模事業場は237,027件（89％）を占めます。 

（http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.html） 

 

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=14886 

 

 

＊平成23年度環境技術実証事業検討会 閉鎖性海域における水環境改善技術ワーキング 

グループ会合（第３回）の開催について 

 ３月７日(水)に、平成23年度環境技術実証事業検討会 閉鎖性海域における水環境改善技術ワーキング 

グループ会合(第３回)を開催します。  

 なお、本会合は公開で行います。  

１．日時 平成24年３月７日（水）15:00～17:00  

２．場所 一般財団法人 みなと総合研究財団 ３Ｆ会議室  

mailto:kagaku@jesc.or.jp
http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.html


    東京都港区虎ノ門３丁目１番10号 第２虎の門電気ビル  

    （http://www.wave.or.jp/access/index.html）  

３．議事（予定） 

（１）平成23年度実証試験結果について  

（２）平成24年度実証試験の実施について  

（３）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）本会合は公開で行われます。傍聴を希望される方は、電子メール又はＦＡＸにてお申し込 

みください。 

   お申込みの際には、「平成23年度環境技術実証事業検討会閉鎖性海域における水環境改善 

技術ワーキンググループ会合(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、電子メールアドレスを記入の上、平成24 年３月５日（月）13 時必着で、５.の 

連絡先までお申し込みください。  

（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、傍聴の際に御持参願います。傍 

聴の可否については、平成24 年３月６日(火)13 時までに連絡をいたします。  

（３）当日、取材を希望される報道関係者につきましては、５．の連絡先に、平成24年３月５日 

(月)15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 

りは冒頭のみとさせていただきます。）  

（４）会合における配付資料及び結果については、実証対象技術に関する情報等が記載された資 

料を除き、後日、環境省ホームページにおいて公表します。  

５．連絡先 

一般財団法人 みなと総合研究財団  

担当：中島、岡田  

電子メール：etvheisasei@wave.or.jp  

住所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-10 第２虎の門電気ビル4階  

電話：03-5408-8298  

Fax ：03-5408-8747  

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。 

 閉鎖性海域における水環境改善技術分野では、平成21年度から手数料徴収体制による実証試験 

を実施しており、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います。平成23年度は、一般財団法人みなと総合研究財団が実証 

運営機関業務を実施しています。 

http://www.wave.or.jp/access/index.html
mailto:etvheisasei@wave.or.jp


平成23年度は、 以下の技術についての実証試験を行っています。  

技術・製品の名称：人工ミネラル－M型（鉄鋼スラグを原料とした海域再生用ミネラル供給サ 

プリメント） 環境技術開発者：国土防災技術株式会社（代表）住友金属工 

業株式会社（共同） 

 

担当者：環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 富坂、橋本、千野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14900 

 

 

＊平成23年度環境技術実証事業検討会 地球温暖化対策技術分野（照明用エネルギー低 

減技術（反射板・拡散板等））ワーキンググループ会合（第３回）の開催について 

 平成24年３月９日（金）に、平成23年度環境技術実証事業検討会地球温暖化対策技術分野（照明用エ 

ネルギー低減技術（反射板・拡散板等））ワーキンググループ会合（第３回）が、下記のとおり開催さ 

れます。本会合は公開（一部非公開）で行われますので、傍聴を希望される方は下記によりお申し込み 

ください。  

 なお、希望者多数の場合は、抽選となる場合があります。  

１．開催日時  

平成24年３月９日（金） 11：00～12：30  

（本会合の直前に同じ会場で開催している技術実証委員会の状況により、多少開始が遅れる可能 

性があります。あしからずご了承ください。）  

２．開催場所 

株式会社 三菱総合研究所 4階 CR-C 会議室  

〒100-8141 東京都千代田区永田町2-10-3 東急キャピトルタワー  

TEL：03-5157-2111（代表）  

URL：http://www.mri.co.jp/PROFILE/headoffice_map.html  

※入館受付：東急キャピトルタワー地下1階  

 （東京メトロ 溜池山王駅、国会議事堂前駅 直結）  

３．議題（予定） 

（１）平成24年度 実証試験要領の検討について  

（２）分野別ロゴマークについて  

（３）平成23年度 実証試験結果について  

（４）その他  

４．会合の傍聴 

 また配布資料も一部非公開となります。以上を御了承の上、傍聴希望の方は、電子メール又は 

ＦＡＸにてお申し込みください。 

お申し込みの際には「平成23年度環境技術実証事業検討会地球温暖化対策技術分野（照明用エ 

ネルギー低減技術（反射板・拡散板等））ワーキンググループ会合（第３回）傍聴希望」と明 

記し、住所、氏名、勤務先、電話番号、電子メールアドレス又はFAX番号を明記の上、平成24年 

３月５日（月）13時必着で以下の連絡先までお申し込みください。  

http://www.mri.co.jp/PROFILE/headoffice_map.html


 申込みは、傍聴希望者１人につき１通といたします。  

 当日取材を希望される報道関係者につきましても、平成23年３月５日（月）13時必着で、下記 

連絡先までお申込みください。 

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。（カメラ撮りは 

冒頭のみとさせていただきます。） なお、傍聴人数は、5名を予定しています。希望の方が5名 

を超えた場合は、抽選といたします。 

また、抽選後、傍聴いただける方には、傍聴券をご指定いただいた送付先（電子メール又はFAX） 

にお送りいたしますので、傍聴の際には必ず御持参願います。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。  

 なお、本会合の直前、同会場にて平成23年度環境技術実証事業検討会地球温暖化対策技術分野 

（照明用エネルギー低減技術（反射板・拡散板等））技術実証委員会が開催されていますが、こ 

ちらについては、企業情報等を扱うことから、非公開となっており、傍聴いただくことはできま 

せん。 

あしからずご了承ください。  

５．傍聴希望の連絡先 

 株式会社 三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部  

 低炭素エネルギー戦略グループ 担当者：水上、奥村、長谷川  

 〒100-8141 東京都千代田区永田町2-10-3  

 TEL：03-6705-5713  FAX：03-5157-2146  

 e-mail: etv-lighting@mri.co.jp  

 （傍聴希望の申込み受付、傍聴券の発送は上記連絡先に委託しております。）  

６．その他 

 本事業全般については、環境技術実証事業のウェブサイトを参照してください。

(http://www.env.go.jp/policy/etv/)  

 

担当：環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室 長坂、武部、金子  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14909 

 

 

☆エコリース促進事業費補助金関係  

＊「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」に係る補助事業者の公 

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」に係る補助事業者を、以下の 

とおり公募します。  

１．事業内容 

mailto:etv-lighting@mri.co.jp
http://www.env.go.jp/policy/etv/


 「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。 

 事業の詳細は、別添の『「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 

補助事業者の公募要領』をご参照ください。  

２．応募資格 

（１）次のいずれかに該当する者であること。  

[1] 民間企業  

[2] 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号）第2条第1項に規定する独立行政法人  

[3] 特例民法法人並びに一般社団法人・一般財団法人（公益社団法人・公益財団法人を含む。）  

[4] 法律により直接設立された法人  

[5] その他環境省が適当と認める者（国及び地方公共団体は対象としない。）  

（２）公募要領を入手し、説明会に参加した者であること。  

３．公募期間 

平成24年2月27日（月） ～ 平成24年3月9日（金）17時必着  

４．応募の手続き等 

（１）説明会の開催  

○日 時 ：平成24年3月2日(金) 11時～  

○場 所 ：環境省第5会議室（東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館25階）  

（２）応募書類の提出期限、場所及び方法  

○提出期限 ：平成24年3月9日(金) 17時必着  

○場 所 ：〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省総合環境政策局環境経済課家 

庭・事業者向けエコリース促進事業担当  

○方 法：持参又は郵送 

※郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残る方法に限る（提出期限必着）。  

 （３）応募手続きに関する問合せ先  

環境省総合環境政策局環境経済課 高松、内藤 

電話：03-3581-3351(内線6252) FAX：03-3580-9568  

※応募に関する質問は、公募要領に記載した方法（電子メール又はFAX）にて受け付けま 

す。 （電話、来訪等による問い合わせには対応しません。）  

５．審査方法 

 有識者を含む企画書審査委員会による審査を行い、業務の目的に最も合致した1者を選定させて 

いただきます。  

 その他、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」に係る補助事業者の公募要領』をご参照ください。  

 

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=14888 

 



 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会水環境部会（第29回）の開催について 

 ３月７日（水）に中央環境審議会水環境部会（第29回）を開催いたします。なお、本会議は、公開で 

行われます。  

１．日時 平成24年３月７日（水） 10 ： 00～12 ： 00  

２．場所 イイノホール＆カンファレンスセンターRoomA 

     （東京都千代田区内幸町２－１－１ ４階）  

３．議題（予定） 

（１） 水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について（第１次報告）  

（２） 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について（第５次報告）  

（３） 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等につ 

いて（第２次報告）  

（４） その他報告事項  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴希望の方は、平成24年３月５日（月）17：00（必着）までに、電子メール、ＦＡＸ又 

は往復はがきで、お申込みください。 

   お申込みの際には、「中央環境審議会水環境部会（第29回）傍聴希望」と明記し、住所、 

氏名、所属（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） 

を明記の上、下記の連絡先までお申込みください。 

   お申込みは、傍聴希望者お１人につき１通とさせていただきます。電話でのお申込みはお 

受けできません。  

（２）傍聴可能人数は、50名程度を予定しています。傍聴を希望される方が予定人数を超えた場 

合は、抽選といたします。  

（３）電子メールで申し込まれた場合は返信メールを印刷したものを、ＦＡＸで申し込まれた場 

合はこちらからの返信を、往復はがきで申し込まれた場合は返信はがきをそれぞれ傍聴券と 

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６日（火）17:00までに連絡いたします。なお、当日は傍聴の 

受付に当たり身分を証明するものを御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）カメラ撮りを御希望の報道関係者の方は、あらかじめ下記の連絡先までお申込みください。 

カメラ撮影については、会議の冒頭のみとさせていただきます。  

５．連絡先 

 中央環境審議会水環境部会事務局 

 環境省 水・大気環境局 水環境課 

 担当：山本、堀田 

 〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 

 TEL（直通）03-5521-8304 

   （代表）03-3581-3351（内線6622） 

 FAX 03-3593-1438 



 E-mail：mizu-kikaku@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課中央環境審議会水環境部会事務局 吉田、池田、山本  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14889 

 

 

＊中央環境審議会 総合政策部会第２４回公害防止計画小委員会の開催について 

中央環境審議会 総合政策部会 第２４回公害防止計画小委員会を以下のとおり開催いたしますので、 

お知らせいたします。  

１．日時 平成２４年３月２日（金）１０：００～１２：００  

２．場所 経済産業省別館１０階 １０１４号会議室  

   （東京都千代田区霞が関１丁目３番１号）  

３．議題 

 （１）２１地域の公害防止対策事業計画案の同意について  

 （２）その他  

４．傍聴 

 本会合は公開です。傍聴をご希望の方は、電子メール（sokan-keikaku@env.go.jp）又はＦＡ 

Ｘ（０３－３５８１－５９５１）にて、平成２４年３月１日（木）１４時必着でお申し込みく 

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「第２４回公害防止計画小委員会 傍聴希望」の旨を記入。  

        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（２０ 

名程度を予定）を超過した場合には抽選といたします。  

※傍聴いただける方には、傍聴希望〆切後、傍聴券をご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。  

※マスコミ関係者の方も、同様にお申し込みください。（カメラ撮りをご希望の方は、本小委員 

会開催前日の１７時までにお申し込みください。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、 

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計画課環境省中央環境審議会総合政策部会公害防止計画小委員会事 

務局 加藤、矢田、吉野、梁瀬、石渡 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14897 

 

 

＊平成23年度中央環境審議会 自然環境・野生生物合同部会生物多様性国家戦略小委員 

会（第1回）の開催について 

mailto:mizu-kikaku@env.go.jp
mailto:sokan-keikaku@env.go.jp


 生物多様性国家戦略の改定について検討するため、中央環境審議会自然環境・野生生物合同部会に設 

置された「生物多様性国家戦略小委員会（第１回）」を平成24年３月16日（金）に開催します。  

１．日時：平成24年３月16日（金）9:00～12:00 

２．場所 TKP赤坂ツインタワーカンファレンスセンター７Ｆ「ホール７A」  

  〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー東館  

TEL：03-5574-7220  

３．議事 

（１）生物多様性国家戦略小委員会における検討の進め方について  

（２）各省施策に関するヒアリング  

（３）その他  

４．会議の傍聴について 

会議は公開で行います。傍聴を希望される方は、３月12日（月）17時必着で下記の申込先まで 

電子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。  

■傍聴申込先  

環境省 自然環境局 自然環境計画課内  

中央環境審議会自然環境・野生生物合同部会事務局  

電子メール：shizen-keikaku@env.go.jp ／ ＦＡＸ：03-3591-3228  

傍聴に関するお問い合わせ  電話：03-5521-8272 (井上・小野田)  

■記載事項  

・「生物多様性国家戦略小委員会（第１回）の傍聴希望」と明記（電子メールの場合は件名欄に記載）  

・氏名（フリガナ）  

・連絡先の住所、電話番号、電子メールアドレス又はＦＡＸ番号、勤務先又は所属団体名  

■留意事項  

・複数名のお申し込みの場合も、お一人ずつお申し込みください。  

・会場の都合上、傍聴希望者が多数の場合は抽選とさせていただきます。  

・当方からの返信メール又はＦＡＸを傍聴券といたしますので、傍聴券は当日必ず御持参ください。  

（電子メールでお申し込みいただいた方は、当方からの返信メールを印刷のうえ御持参ください。）  

■報道関係者の方へ  

・報道関係者の方はお申し込みの際に「報道関係者」と記載してください。  

・カメラ撮影を希望の場合は、その旨を記載してください。  

・カメラ撮りについては、会議の冒頭のみとさせていただきます。  

・カメラ撮りに際しては、自社腕章を携帯していただくようお願いします。  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室 奥田、川越、岩浅  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14914 

 

 

＊中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会（第50回）の開催について 

 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会（第50回）を下記のとおり傍聴者を募り、公開形式で開催す 

mailto:shizen-keikaku@env.go.jp


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19日（月） 13:00～15:00  

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）  

３. 議題（予定） 

・東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理について  

・今通常国会への提出法案について  

・第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第4回点検結果について  

・ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進に向けた検討状況について  

・食品廃棄物等の発生抑制の目標値について  

・その他  

４. 傍聴の手続 

 公開に関する具体的な取扱いは、以下のとおりですので、傍聴を希望される方は、これに 沿 

って必要な手続等を行ってください。  

(1) 傍聴希望者は、3月14日（水）17:00（必着）までに 傍聴希望者ごとに電子メールにてお申し 

込みください。（申込みは電子メールのみとさせていただきます。） 

     なお、件名を「廃棄物・リサイクル部会傍聴希望」としていただき、住所、氏名、所属、電 

話番号を御記入の上、 hairi-kikaku@env.go.jpまでお申し込みください。  

(2) 傍聴希望者数が多数あった場合は、抽選により傍聴できる方を選定することといたします。  

(3) 傍聴の可否につきましては、メールで御連絡いたしますので、傍聴ができる旨の連絡を受け 

取った方は、部会当日、受付にて返信メールを印刷したもの及び身分を証明するものを御提示 

ください。  

(4) 傍聴者は、別紙に掲げる事項を遵守してください。遵守されない場合には、御退場いただく 

場合があります。  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課 坂川、細川、池島 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14919 

 

 

＊中央環境審議会地球環境部会第１３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１３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１５日（木）１５：００～１８：００ 

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： 

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


（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１３ 

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１３日（火）正午必着で、以下の連絡先宛てにE-mail 

又はFAXで申し込みください。 

申し込みは、傍聴希望者１名につき１通とさせていただきます。  

 傍聴希望者が多数の場合は、抽選となります。  

 傍聴登録締切後、指定の送付先に傍聴券を送付しますので、当日必ず持参してください（傍聴 

いただけない場合は、その旨を連絡します。）。  

 なお、マスコミ関係の方は、取材登録をお願いします。申し込みの際は、「第１３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１３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１３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=14938 

 

 

☆びんリユースシステム関係  

＊第７回我が国におけるびんリユースシステムの在り方に関する検討会の開催につい 

て 

 循環基本法においてはリデュース・リユースの優先順位がリサイクルよりも上とされており、容器包 

装の分野においてもこれらの取組を進める必要があります。リターナブル容器の代表的な事例である飲 

料用のびん等のリユースについて、回収・再使用に係るシステムの維持及び新たなびんリユースシステ 

ムの構築を提起する方策を検討するため、標記検討会を平成23年２月に設置いたしました。第7回検討会 

mailto:chikyu-teitanso@env.go.jp


を下記のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。  

１．第7回検討会の開催について 

（１）日時 平成24年3月16日（金） 10 ： 00～12 ： 00  

（２）場所 大手町サンスカイルーム Ｅ 

      （東京都千代田区大手町２－６－１  朝日生命大手町ビル24階）  

（３）議題（案） 

・モデル事業の成果報告 

・その他  

（４）傍聴 

 検討会は公開です。傍聴を御希望の方は「第７回我が国におけるびんリユースシステムの在り 

方に関する検討会傍聴希望」と明記し、[1]氏名、[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)を御記入の上、3月12日（月）17時（必着）で、事務局宛 

にE-mail（reuse@murc.jp）又はFAX（03-6733-1023）でお申し込みください。 

 お申し込みは、傍聴希望者１名につき１通とさせていただきます。一般の方の傍聴者は、先着 

順に50名程度を予定していますので、お早めにお申し込みください。傍聴可能な方には傍聴券を 

送付いたしますので、当日の傍聴の際に必ず御持参ください。 

 なお、傍聴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。 

（添付資料「申込書」に記載された同社の個人情報の取扱いについて御確認の上、お申込くださ 

い。）  

２．連絡先（お問い合わせ） 

  三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 環境・エネルギー部 

  担当：柏井、高橋、加山 

  〒105-8501 東京都港区虎ノ門５－１１－２ 

  tel：03-6733-1023／fax：03-6733-1028 

  E-mail ： reuse@murc.jp  

※傍聴される方へ  

傍聴される方（報道関係者を含む。）は、次の留意事項を遵守してください。 

これらを守られない場合は退場していただくことがあります。  

・事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。 

・静粛を旨とし、審議の妨害となるような行為は慎んでください。 

・携帯電話、ポケットベル等は呼び出し音が出ないようにしてください。 

・審議中に、写真撮影、ビデオ撮影及び録音をすることはできません。 

（報道関係者の写真撮影等は、会議冒頭のみに限り可。） 

・会議の開始前後を問わず、委員等に対しての抗議又は陳情等はお断りします。 

・その他、事務局職員の指示に従うようお願いします。 

 

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、西松  

詳しくは↓ 

mailto:reuse@murc.jp
mailto:reuse@murc.jp


http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14890 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等に関する調査・研究会（第３回） 

の開催について 

 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等に関する調査・研究会については、下記の通り 

第３回会合を公開で開催いたしますので、ここにお知らせします。  

１．日時：平成２４年３月１３日（火） 10:00～12:00 

２．場所：東京商工会議所 国際会議場（７階） 

      （http://www.tokyo-cci.or.jp/gaiyo/tizu.html）  

３．議題（予定）： 

（１）グローバル対応分科会の取りまとめについて  

（２）排出量算定分科会の取りまとめについて  

（３）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、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス 

排出等に関する調査・研究会（第３回）傍聴希望」と明記の上、[1]氏名、[2]住所、[3]電話番号、 

[4]勤務先、[5]傍聴券の送付先（E-mail）を記入し、 ３月９日(金)必着でE-mail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通とさせていただきます。 

 傍聴可能人数は100人程度を予定しており、希望者がこれを上回った場合には抽選とさせて頂き 

ます。 

 抽選の有無に関わらず、傍聴可能な方には３月１２日（月）１７時までに傍聴券を送付いたし 

ますので、当日の傍聴の際に必ずご持参ください。 

登録なき場合は、傍聴をお断りすることがあります。また、マスコミ関係の方で、撮影（冒頭 

のみ可）を希望の方は、３月９日（金）正午までに別途下記申込先担当者までご連絡ください。 

なお、傍聴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。  

 当日受付は９時３０分から開始します。 

（申込先）  

株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 （担当：森、小川、山本） 

東京都千代田区永田町二丁目10-3 

E-mail：scm-mtg@mri.co.jp  

５．その他： 

 「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！～」におけるセ 

ミナーついて 

 環境省では、平成２４年３月７日（水）に東京国際フォーラムにて開催する「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、経済 

産業省と共催で「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出に関するセミナー」を開催 

いたします。 

http://www.tokyo-cci.or.jp/gaiyo/tizu.html
mailto:scm-mtg@mri.co.jp


 本セミナーでは、これまで「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等に関する調 

査・研究会」で検討してきた、サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出に関する国際 

動向及び排出量算定方法のガイドラインの成果や知見を広く紹介いたします。 

 本セミナー詳細及び参加申込は、直接以下のURLからお願いいたします。 

  URL：http://www.mri.co.jp/37a-sympo/  

 

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=14892 

 

 

＊「第1回カーボン・オフセット大賞」の受賞者の決定について 

 低炭素社会の実現に向けた、優れたカーボン・オフセットの取組を行う団体を表彰することにより、 

現在取組を行っている多くの団体の取組を奨励するとともに、事例の紹介を通じて、カーボン・オフセ 

ットの意義と取組への理解が社会全体に広く浸透することを目的とした「第1回カーボン・オフセット大 

賞」が、カーボン・オフセット推進ネットワーク(以下「CO-Net」という。)の主催により、環境省の後 

援を受けて今年度創設されました。 

 平成23年12月20日より平成24年1月31日まで案件の応募を行い、CO-Net事務局による予備審査及び有識 

者からなる審査委員会による本審査の結果、環境大臣賞(1団体)、優秀賞(3団体)、奨励賞(6団体)が決定 

しましたのでお知らせいたします。 

 受賞団体については、3月7日(水)に東京国際フォーラムで開催される「カーボン・マーケットEXPO ～ 

カーボン・アクションで日本を元気に！～ 」にて表彰、紹介いたします。 

 なお、受賞団体の取組概要はCO-Net事務局特設ホームページでも紹介しておりますので、ご参照くだ 

さい( http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/index.html )。  

１．環境大臣賞 受賞団体 

・株式会社エスパルス  

「エスパルス エコチャレンジ」  

2008～2012シーズンに清水エスパルスが行うホームゲーム開催に伴い排出するCO2をブラジル 

産京都メカニズムクレジットでカーボン・オフセットする取組。5年間の継続取組による排出削 

減量の増加、サポーターや地域を巻き込んだ普及活動等を通じ、カーボン・オフセットの認知 

度向上に大きく寄与すると認められ受賞となりました。概要は別紙をご参照ください。  

●参照URL : http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=6  

２．優秀賞 受賞団体 

・株式会社イトーキ  

「ITOKI スピーナ カーボン・オフセット プロジェクト」  

自社の旗艦製品であるオフィスチェア「スピーナ」のライフサイクル(原料調達、製造、販売、 

廃棄、リサイクル)排出量をカーボン・オフセットする取組。  

●参照URL : http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=3  

・東北夏祭りネットワーク  

「東北夏祭り カーボン・オフセット」  

http://www.mri.co.jp/37a-sympo/
http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/index.html
http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=6
http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=3


青森ねぶた祭り等、東北6県で行われる夏祭りの開催に伴う電力・燃料使用量をカーボン・オフ 

セットする取組。  

●参照URL : http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=15  

・株式会社ファミリーマート  

「We Love Green商品(環境配慮型商品)によるカーボン・オフセットキャンペーン」  

環境配慮型プライベートブランド「We Love Green」シリーズにおける、震災復興支援型カーボ 

ン・オフセット。  

●参照URL : http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=4  

３．奨励賞 受賞団体 

 当初、環境大臣賞(1団体)及び優秀賞(3団体)の4団体を表彰対象としておりましたが、応募案件 

に関して、多様な観点からのカーボン・オフセットの取組が多数集まったことに鑑み、団体が行 

う幅広いカーボン・オフセットの取組を応援する形で奨励賞(6団体)を設置することとなりました。 

・住友スリーエム株式会社  

「3M カーボン・オフセット製品シリーズ」  

自社製品7種類のライフサイクルにおけるCO2排出量をカーボン・オフセットする取組。  

●参照URL : http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=19  

・住友林業株式会社  

「きこりんとProject EARTH ～植林によるカーボン・オフセット～ 」  

戸建住宅建築に伴う排出量を、インドネシアでの新たな植林でカーボン・オフセットする取組。  

●参照URL : http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=27  

・全日本空輸株式会社  

「787カーボン・オフセットキャンペーン」  

機内からワンコイン(500円)でカーボン・オフセットに参加できるキャンペーン。  

●参照URL : http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=11  

・日本興亜損害保険株式会社  

「保険商品・事故対応でカーボン・オフセット -環境にやさしい自動車保険-」  

自動車保険の加入時に、加入者の日常生活で出た排出量をカーボン・オフセットする取組。  

●参照URL : http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=37  

・福島ミドリ安全株式会社  

「『CO2の削減と東日本大震災からの復興支援を同時化』するカーボン・オフセットの仕組みを 

活用した、仮設住宅の『端材利用』による福島ブランド商品（『日本酒ギフトボックス』）の 

【地産外商】型ビジネスモデル構築プロジェクト」仮設住宅の端材を活用した商品のカーボン・ 

オフセットプロジェクト。  

●参照URL : http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=36  

・南アルプス市役所  

「南アルプス市の「カーボン・オフセット農産物」の取組み」  

地域エネルギー(小水力発電)を有効活用した「カーボン・オフセット農産物」の販売。  

●参照URL : http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=28  

受賞団体を含めた、カーボン・オフセット大賞ノミネート案件については、CO-Net事務局の特設 

ホームページ 

http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=15
http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=4
http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=19
http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=27
http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=11
http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=37
http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=36
http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/entry_data.html?id=28


( http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/index.html )をご覧ください。 

４．授賞式について 

 授賞式については、3月7日に東京国際フォーラムで開催される「カーボン・マーケットEXPO ～ 

カーボン・アクションで日本を元気に！～」の中で行います。  

＜授賞式概要＞  

日時：3月7日(水) 12:15～13:05  

場所：東京国際フォーラム 展示ホール2内メインセミナー会場  

〒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）  

内容：開会挨拶（環境省代表者）  

表彰状授与  

審査委員長講評(新美育文 明治大学法学部教授)  

受賞団体の事例紹介  

＜入場料＞  

無料(事前登録制)  

 授賞式参加を希望される方は、以下のウェブサイト(カーボン・マーケットEXPO参加申込ウェ 

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。登録なしでの入場も可能ですが、 

EXPO全体のカーボン・オフセットを実施するため、受付時に必要情報等の記入をお願いするこ 

とになります。会場受付での円滑な入場を確保する観点から、できる限り事前の参加登録をお 

願いいたします。  

 ○カーボン・マーケットEXPO参加申込用ウェブサイト  

http://www.j-cof.go.jp/temporary/carbonmarket_expo_201203.html  

＜取材＞  

マスコミ関係者の取材希望(当日のカメラ撮影等含む)はこちらへご連絡ください。  

○カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）事務局  

 担当：細埜・堀内・野地  

 TEL：03-5776-0402 / E-mail：carbonexpo@oecc.or.jp  

＜主催＞ カーボン・オフセット推進ネットワーク(CO-Net)  

TEL：03-5776-1223 / FAX : 03-5472-0144  

＜後援＞ 環境省  

＜協力＞ 社団法人海外環境協力センター  

５．資料 

別紙：「エスパルス エコチャレンジ」概要 (CO-Netデータベースより)  

 

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  

http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/index.html
http://www.t-i-forum.co.jp/function/map/index.html
http://www.j-cof.go.jp/temporary/carbonmarket_expo_201203.html
mailto:carbonexpo@oecc.or.jp


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14903 

 

 

＊動画『温室効果ガス排出量検証への備え～入門編～』の公開及びDVD貸出について 

 環境省では、自治体や企業の環境担当者等に向けて、温室効果ガス排出量の検証を初めて受ける担当 

者が検証への不安を軽減できる様、検証とは何か、どのような手続をするのか、検証機関のチエックポ 

イントとは等を基本からわかりやすく紹介したＤＶＤ『温室効果ガス排出量検証への備え～入門編～』 

を作成しました。 

 この度、本ＤＶＤを環境省動画チャンネル（YouTube）にて公開することとしましたのでお知らせしま 

す。 

また、希望する団体に対しては、貸出しを行います。 

 自治体や企業でＧＨＧ排出量の算定を行う環境 ・ 総務 ・ 設備関係部署や、環境報告書 ・ ＣＳＲ報告 

書を作成する広報 ・ ＣＳＲ関連部署での研修や勉強会にぜひご活用下さい。  

 環境省では、自治体や企業の環境担当者等に向けて、温室効果ガス排出量の検証を初めて受ける担 

当者が検証への不安を軽減できる様、検証とは何か、どのような手続をするのか、検証機関のチエッ 

クポイントとは等を基本からわかりやすく紹介したＤＶＤ『温室効果ガス排出量検証への備え～入門 

編～』を作成しました。 

 温室効果ガス排出量検証を検証手続のステップに合わせて検証の流れを紹介するとともに、事前に 

準備が必要となる事項や注意点、検証機関の着眼点等も説明しているＤＶＤとなっています。  

 今般、本ＤＶＤを環境省動画チャンネル（YouTube）より公開いたします。 

 環境省動画チャンネル（YouTube）リンク http://www.youtube.com/kankyosho  

 自治体や企業でＧＨＧ排出量の算定を行う環境 ・ 総務 ・ 設備関係部署や、環境報告書 ・ ＣＳＲ 

報告書を作成する広報 ・ ＣＳＲ関連部署での研修や勉強会にぜひご活用下さい。  

 また、本動画は３月７日（水）に東京国際フォーラムで開催される下記環境省主催イベントの会場 

の相談コーナーにおいて上映いたします。 

 「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！～」 

 以下のイベントの開催前にも上映いたします。 

 Ｄ１ホール 「自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）シンポジウム2012」 

 G701ホール 「京都メカニズムオープンセミナー～ＣＤＭの最新動向～」  

 なお、本ＤＶＤは、希望する団体に対して、貸出しを行います。ご希望の方は、 

別添ＤＶＤ『温室効果ガス排出量検証への備え～入門編～』の貸出しについて」を御一読の上、ＦＡ 

Ｘまたは電子メールにて申請書をご提出ください。  

（提出先）  

環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 ＧＨＧ算定 ・ 検証ＤＶＤ担当 

FAX 03－3580－1382  E-mail kyotomecha@env.go.jp  

 

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、平尾、田中 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14933 

http://www.youtube.com/kankyosho
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19371&hou_id=14933
mailto:kyotomecha@env.go.jp


 

 

☆農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会関係  

＊平成23年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会（第２回）の開催について 

 平成23年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会（第２回）を以下のとおり開催いたします。 

なお、本会議は公開で行われます。  

 環境省では、平成22年度から無人ヘリコプターによる農薬散布を対象に、農薬の大気経由による人へ 

の健康影響に関するリスク評価・管理手法について検討を行うため、農薬の大気経由による影響評価事 

業を実施しています。 

本事業を進めるに当たり、以下のとおり、平成23年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会（第 

２回）を開催します。  

１．日  時  平成24年３月９日（金）14:00～16:00 

２．場  所  法曹会館（高砂の間） 

   東京都千代田区霞ヶ関１－１－１  

   TEL 03-3581-2146  

３．議  題  （１）農薬飛散実態調査について 

     ア 農薬飛散モニタリング調査結果  

     イ 農薬飛散シミュレーション結果  

  （２）平成24年度吸入毒性試験対象農薬について（案）  

  （３）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴可能人数  

 傍聴可能人数は、20名を予定しています。傍聴希望の方が20名を超えた場合は、抽選とさせて 

いただきます。  

 なお、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、同一社・団体等か 

らお１人ずつとさせていただいた上で、抽選を実施いたします。  

（２）申込要領  

 傍聴希望の方は、平成24年３月７日（水）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。）、ＦＡＸ又は往復はがきで、「平成23年度 

第２回農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会傍聴希望」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 

（６．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お１人につき１通とさせていただきます。 

また、往復はがきでお申し込みされる場合、返信用のはがきには必ず返信の宛先を明記してくだ 

さい。  

 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ＦＡ 

Ｘによる返信を、往復はがきで申し込まれた方は返信はがき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。  

（３）その他  

 会議の傍聴に当たり、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] 写真撮影やビデオカメラ等の使用はしないこと。また、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] 会議における言論に対する賛否の表明や拍手をしないこと。  

 [5] 会議場内等において、チラシ類の配布、プラカードの提示等を行わないこと。  

 [6] その他、事務局職員の指示に従うこと。  

５．報道関係者の皆さまへ 

 カメラ撮影を御希望の報道関係の方は、あらかじめ下記（６．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。  

６．申込先 

財団法人 残留農薬研究所内  

平成23年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会事務局  

担当：試験事業部 企画課 黒滝 美音子  

〒303-0043 茨城県常総市内守谷町4321番地  

TEL：0297-27-4856  

FAX：0297-27-1225  

E-mail：kikakuka@iet.or.jp  

 

担当：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、三好 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14911 

 

 

☆環境行政に関する全国説明会関係  

＊環境行政に関する全国説明会の開催について 

 災害廃棄物の処理や放射性物質の除染等震災後に加わった新たなミッションから、地球温暖化対策、 

生物多様性保全など環境行政の主要課題の最新の状況を国民の皆様にお伝えするため、３月から５月に 

かけて全国各地で南川環境事務次官による説明会を実施いたしますのでお知らせいたします。 

 多くの皆様のご参加をお待ちしております。  

１．日程・会場 

 今後の詳細な予定・案内については、各地方環境事務所のＨＰにて公表予定です。  

＜第１回 仙台会場＞ 

日程： 平成24年３月23日（金） 18:00～20:00  

会場： エルパーク仙台 ６Ｆ スタジオホール  

(宮城県仙台市青葉区一番町4-11-1 １４１ビル)  

mailto:kikakuka@iet.or.jp


定員： 150名  

問い合わせ先： 東北地方環境事務所（022-722-2870）  

＜第２回 名古屋会場＞ 

日程： 平成24年３月28日（水） 18:00～20:00  

会場： TKP名古屋ビジネスセンター ４Ｆ大会議室  

（愛知県名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル）  

定員： 140名  

問い合わせ先： 中部地方環境事務所（052-955-2130）  

＜第３回 東京会場＞ 

日程： 平成24年３月30日（金） 17:30～19:30  

会場： ベルサール八重洲 ３F  

（東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファースト フィナンシャルビル３F）  

定員： 200名  

問い合わせ先： 「環境省行政に関する全国説明会」事務局(03-3454-3522)  

＜第４回 福岡会場＞ 

日程： 平成24年４月11日（水） 18:00～20:00  

会場： アクロス福岡 大会議室  

（福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号）  

定員： 150名  

問い合わせ先： 九州地方環境事務所（096-214-0311）  

＜第５回 熊本会場＞ 

日程： 平成24年４月12日（木） 18:00～20:00  

会場： くまもと県民交流館 パレアホール  

（熊本県熊本市手取本町8番9号）  

定員： 150名  

問い合わせ先： 九州地方環境事務所（096-214-0311）  

＜第６回 札幌会場＞ 

日程： 平成24年４月16日（月） 18:00～20:00  

会場： 京王プラザホテル札幌  

（北海道札幌市中央区北５条西7-2-1）  

定員： 100名  

問い合わせ先： 北海道地方環境事務所（011-299-1952）  

＜第７回 金沢会場＞ 

日程： 平成24年４月19日（木） 15:00～17:00  

会場： 金沢商工会議所 ３Ｆホール  

（石川県金沢市尾山町9-13）  

定員： 120名  

問い合わせ先： 中部地方環境事務所（052-955-2130）  

＜第８回 広島会場＞ 

日程： 平成24年４月25日（水） 18:00～20:00  



会場： ホテルグランヴィア広島「悠久の間」（４Ｆ）  

（広島県広島市南区松原町1-5）  

定員： 100名  

問い合わせ先： 中国四国地方環境事務所（086－223－1577）  

＜第９回 大阪会場＞ 

日程： 平成24年５月10日（木） 18:00～20:00  

会場： ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）  

５Ｆ 特別会議室  

（大阪府大阪市中央区大手前1-3-49）  

定員： 100名  

問い合わせ先： 近畿地方環境事務所（06-4792-0700）  

２．講演者 

環境事務次官 南川秀樹  

※都合により変更の可能性があります。  

３．説明会の流れ 

南川環境事務次官の講演後、会場からの質問・意見を伺います。  

※会場ごとに内容は異なります。  

４．その他 

 参加の申し込み方法等の詳細については、別途、各地方環境事務所にお問い合わせください。  

５．東京開催（３月30日）の参加申し込み方法について 

 参加御希望の方は下記の電話番号にお電話いただくか、メール又はファックスに必要事項（所 

属・氏名・連絡先）を御記入の上お申し込みください（参加無料・先着順）。  

申込先 ：「環境省行政に関する全国説明会」事務局  

E-mail ： kankyo@mindshare.co.jp  

ＴＥＬ ： 03-3454-3522  

ＦＡＸ ： 03-3454-3522  

申込締切：３月28日（水）  

※定員になり次第、お申し込みを終了させていただく場合があります。  

※報道関係者の方も、同様にお申し込みください。 

  （カメラ撮りをご希望の方は、お申し込みの際にその旨ご連絡下さい。また、必ず自社腕 

章を携帯願います。）  

 

担当：環境省大臣官房総務課 西村、久保田 

      大臣官房政策評価広報課地方環境室 森、井田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14916 

 

 

☆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 

mailto:kankyo@mindshare.co.jp


 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、名古屋の２箇所 

で、再度、追加開催を決定いたしました。  

 

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=14917 

 

 

☆大気汚染防止法関係  

＊「第21回 揮発性有機化合物排出インベントリ検討会」の開催について 

 3月13日（火）に「第21回 揮発性有機化合物排出インベントリ検討会」を開催いたします。 

本検討会では、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」（平成16年改正）の施行に伴う規制及び自主 

的取組の実施状況を把握するための継続的な揮発性有機化合物排出インベントリの作成について検討を 

行っています。  

 なお、検討会は公開で行われます。  

１．日時 平成24年3月13日（火）10:00～12:00  

２．場所 大手町ファーストスクエア カンファレンス ルームＡ  

      東京都千代田区大手町１－５－１  

    ファーストスクエアイーストタワー２Ｆ （地下鉄 大手町駅下車）  

    交通案内図(http://www.1ofsc.jp/access/）を参照ください。  

３．議題 

（１）平成22年度排出量の推計結果（案）について  

（２）その他  

４．傍聴 

本会議は公開です。傍聴（無料）を御希望の方は、  

（１）電子メール又はＦＡＸに「揮発性有機化合物排出インベントリ検討会（第21回） 傍聴希 

望」と記入し、  

（２）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、FAX番号等）を明 

記の上、  

（３）3月9日（金）15時必着で、以下のお申込み先までお申し込みください。傍聴が可能な方に 

は、指定された宛先に電子メール又はFAXにて傍聴券を送付させていただきますので、当日必 

ずお持ちください。  

   なお、傍聴可能人数は30人を予定しており、希望者がこれを超えた場合は抽選とさせてい 

ただきます。 

  傍聴いただけない場合は、3月9日（金）17時までに御連絡いたします。  

５．傍聴申込み先 

株式会社 旭リサーチセンター 新井 喜博  

http://www.1ofsc.jp/access/


〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-7-5 神保町PR-EXビル3F  

TEL：03-5577-6775 FAX:03-3259-5411  

E-mail：arai.yc@om.asahi-kasei.co.jp  

※お申込みは一名につき一通でお願いします。  

※カメラ撮りを御希望されるマスコミ関係者の方は、その旨を明記の上、お申し込みください。 

 お申込みが確認できない場は、カメラ撮りはできませんので、御了承ください。また、カメラ 

撮りは、会議の冒頭のみでお願いいたします。  

※御連絡いただいた個人情報は本検討会傍聴者の申込状況把握、傍聴券の発行以外に使用するこ 

とはありません。 

 また同目的により（株）旭リサーチセンターから環境省に提供する場合があります。  

※「揮発性有機化合物排出インベントリ検討会」の傍聴お申込みの際に御記入いただく個人情報 

は、（株）旭リサーチセンターの 

 個人情報保護方針に基づいて取り扱います。詳細は下記Webページを御覧ください。  

http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/policy/privacy.html  

※個人情報に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。  

株式会社旭リサーチセンター 総務部 TEL：03-5577-6771  

 

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=14920 

 

 

☆日中水汚染物質総量削減に関する国際セミナー関係  

＊「日中水汚染物質総量削減に関する国際セミナー」の開催結果について 

 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いたしました。またセミナーの開催に先立ち、日中協力により実 

施した「農村地域等における分散型排水処理モデル事業」の実証施設（雲南省大理市）の引渡式典を執 

り行いました。  

１．開催概要 

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）  

出席者：（日本側）環境省 水・大気環境局長                  鷺坂 長美  

         水・大気環境局水環境課長             吉田 延雄  

         水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室長 富坂 隆史 他  

（独）国立環境研究所、（財）地球環境戦略研究機構機関(IGES)、関連企業等  

   （中国側）環境保護部汚染物質排出総量抑制司副司長       黄 小贈  他  

  中国環境規画院、清華大学環境学院、関連企業等  

                                

（計約250名）  

２．結果概要 

mailto:arai.yc@om.asahi-kasei.co.jp
http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/policy/privacy.html


 セミナーでは、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 

クトの成果が発表され、日中両国からの出席者に紹介されました。今後、これら協力事業の成果 

が広く中国内に普及することが期待されます。  

(1) 農村地域等における分散型排水処理モデル事業  

 小柳秀明IGES北京事務所長から、これまで４年間実施してきたモデル事業の紹介が行われ 

ました。また、その成果の一環として江蘇省泰州市、重慶市（2010年７月引渡し完了）のモ 

デル施設について、地元政府から現状報告等が行われ、適切な維持管理の下、水質基準が満 

足されているという報告がありました。  

(2) 窒素・りん水質総量削減に係る日中共同研究  

 環境省、中国環境保護部環境規画院、神鋼リサーチ(株)の担当者から、2009年から２年間 

実施した日中共同研究の成果として、日中の総量削減制度の比較、中国での削減対策検討等 

について報告が行われました。  

(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  

 水落元之（独）国立環境研究所地域環境研究センター主任研究員から日本の分散型排水処 

理技術について全般的な紹介が行われました。また中国の第十二次五ケ年計画における中国 

側の新たな技術ニーズを踏まえ、両国の排水処理企業（日本側３社：帝人(株)、三菱レイヨ 

ン(株)、(株)クボタ、中国側３社：国環清華環境エンジニアリング公司、浙江双益環保有限 

公司、中持(北京)水務運営有限公司）から、アンモニア性窒素等の削減技術の紹介が行われ 

ました。  

※議事次第の詳細や発表内容については以下実施機関のホームページにて詳しく紹介されていま 

すので御参照ください。（http://www.iges.or.jp/jp/beijing/activity20120228.html）  

 なお、開会に先立ち、「農村地域等における分散型排水処理モデル事業」内で整備した雲南省 

大理市のモデル施設について、約１年間の管理や水質浄化効果の調査を経て、所定の機能を果 

たしていることが確認されたことから、中国側への引き渡しを行いました。  

（参考）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。  

 

http://www.iges.or.jp/jp/beijing/activity20120228.html


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=14921 

 

 

☆NGO・NPO・企業の環境政策提言関係  

＊第１１回NGO/NPO･企業の環境政策提言の選考結果及び NGO/NPO・企業環境政策提言フ 

ォーラムの開催について 

 環境省では、民間からの政策提言を政策に生かすとともに、民間の政策提言能力向上を目的として 

「NGO/NPO・企業環境政策提言」を実施しています。 

今回、環境省に寄せられた４３件の応募提言について、専門家からなる「NGO/NPO・企業環境政策提言 

推進委員会」（委員長 廣野良吉 成蹊大学名誉教授）により、優秀提言：A部門（国に対する提言）１ 

件、B部門（地方自治体に対する提言）１件、優秀に準ずる提言A部門：２件、B部門１件を選定いたしま 

した。  

 ３月２１日（水）に「第11回NGO/NPO･企業環境政策提言フォーラム」を環境省庁舎において開催し、 

優秀提言と優秀に準ずる提言を提言団体から紹介していただきます。  

１．NGO/NPO・企業環境政策提言の審査結果について 

 環境省では、12月13日から1月31日までの応募期間に応募のあった43提言（NGO/NPO 30件、企業13 

件）、うちA部門（国に対する提言）24件、B部門（地方自治体に対する提言）19件について、専門家 

からなる「NGO/NPO・企業環境政策提言推進委員会」による選考を行い、以下のとおり「優秀提言」A 

部門１件、B部門１件、「優秀に準ずる提言」A部門２件、B部門１件を選定いたしました。  

優秀提言（２件）（概要は別紙のとおり） 

A部門：途上国の森林保全に寄与する社会セーフガードに関するガイドラインの作成・試行・普及  

〔財団法人 地球・人間環境フォーラム〕  

B部門：日本の自然エネルギー活用と危機管理政策における離島の役割 〔特定非営利活動法人 八 

丈島産業育成会〕  

優秀に準ずる提言（3件） 

A部門  

○映像共有プラットフォームを活用した環境教育とメディアリテラシー教育の推進  

－ICTの進化に適応したアウトプット型環境教育手法の確立－ 〔株式会社 TREE〕  

○国家プロジェクトとしての紙の品種別リサイクルシステムの構築について  

（上質系紙のリサイクルシステムの構築による紙の品種別リサイクルシステムの構築）  

〔日本古紙リサイクル研究会〕  

B部門  

○製鉄所の粉塵問題にパートナーシップで取り組む  

〔特定非営利活動法人ちば環境情報センター・Atelier Motherly(アトリエ マザリー)〕  

２．「第11回NGO/NPO・企業環境政策提言フォーラム」の開催 

 選ばれた優秀提言などを発表し、関係者に広く知っていただき、政策につなげていくとともに、 

各主体の政策提言を学ぶ場とするため、3月21日（水）に、以下のとおり「第11回NGO/NPO・企業 



環境政策提言フォーラム」を開催します。  

 フォーラムでは、「優秀提言」（２件）と「優秀に準ずる提言」（３件）について、提案団体 

自ら提言内容を発表していただき、 

選考に当たった委員の方々や参加者と意見交換を行うこととしています。当日は環境省幹部も出 

席する予定です。  

■日 時：平成24年3月21日（水）  13:00～16:30（予定）  

■会 場：中央合同庁舎 ５号館講堂（東京都千代田区霞が関1-2-2 低層棟２階）  

■参加費：無料  

■主 催：環境省  

■参加方法： 3月19日(月)までに下記申し込みフォームでお申し込み下さい。  

   http://www.geoc.jp/mail_form/19/  

■申込先：「環境政策提言フォーラム」事務局  

環境パートナーシップオフィス（担当：島田、平田）  

TEL:03-3406-5180 FAX:03-3406-5064  

E-mail:epo@seisaku-teigen.com  

（参考）NGO/NPO・企業政策提言推進委員会 委員（敬称略、５０音順） 

委員長  廣野 良吉 成蹊大学 名誉教授  

一方井 誠治 京都大学 学際融合教育研究推進センター 教授  

郡嶌  孝    同志社大学経済学部 教授  

崎田 裕子   ジャーナリスト・環境カウンセラー  

庄子 幹雄   マサチューセッツ工科大学 客員教授  

世古 一穂   NPO法人NPO研修・情報センター 代表理事  

田中 充    法政大学 地域研究センター・社会学部 教授  

辻井 達一   (財)北海道環境財団 理事長  

（別紙）＜選定された提言のタイトル及び概要＞  

優秀提言：A部門 

○途上国の森林保全に寄与する社会セーフガードに関するガイドラインの作成・試行・普及 （財 

団法人 地球・人間環境フォーラム）  

（趣旨・内容） 

 REDD＋プロジェクトに関わる日本企業・機関にとって、実際に活用可能な社会セーフガードガ 

イドラインを作成・試行・普及することにより、途上国における森林減少・劣化の防止と気候変 

動緩和対策の適切な実施を推進し、この分野における民間企業を巻き込んだ日本の国際貢献とし 

て打ち出す。  

※REDD+：途上国の森林の減少・劣化に由来する排出の削減、持続可能な森林管理、森林炭素ス 

トックの増強・拡大  

※社会セーフガード：地域の森林生態系・生物多様性の保全の実施への関与が不可欠な／ 

          密接に関わる先住民・地域住民の知識と権利の尊重、及び十分な参加  

優秀提言：B部門 

○日本の自然エネルギー活用と危機管理政策における離島の役割 （特定非営利活動法人 八丈島 

産業育成会）  

http://www.geoc.jp/mail_form/19/
mailto:epo@seisaku-teigen.com


（趣旨・内容） 

 八丈島では、現状で約1/3の電力を自然エネルギーでまかなっているが、行政、民間企業、他の 

離島との連携を図り、100％自然エネルギーの島を構築することを目的とする。自然エネルギーを 

バッテリーに充電することで、災害時の孤立化に備え、運搬可能な電力として他地域の災害支援 

にも活用する。そのための実証実験として、隣にある青ヶ島（人口200人）をフィールドにマイク 

ログリッドを構築し、成果を八丈島だけでなく、他の離島、世界の島々などに展開する。  

優秀に準ずる提言：A部門 

○映像共有プラットフォームを活用した環境教育とメディアリテラシー教育の推進  

－ICTの進化に適応したアウトプット型環境教育手法の確立－ （株式会社 TREE）  

（趣旨・内容） 

 子どもたち自らが収録した日本の豊かな自然資本を中心とした映像を海外へ発信することを通 

して、日本の価値を再発見すると共に、メディアリテラシーを高め、海外とのネット上での交流 

を通じて、子どもたち一人ひとりが地球市民として環境意識を高め、グローバルで通用するコミ 

ュニケーション力とリーダーシップ力を養うことを目的に、それらを推進するためのプラットフ 

ォームの構築と仕組み作りを行う。  

○国家プロジェクトとしての紙の品種別リサイクルシステムの構築について  

－上質系紙のリサイクルシステムの構築による紙の品種別リサイクルシステムの構築－ （日本 

古紙リサイクル研究会）  

（趣旨・内容） 

 現在、生産量の約20％以上を占める上質系紙は、技術的には可能だが、リサイクルの仕組みが 

構築できていない。 

これを国家レベルで推進し実現することで、CO2の大幅削減と、上質系古紙という新しい資源を確 

保する。行政は上質系紙の回収項目・仕組みを設け、加工印刷出版業者は商品が古紙になった場 

合の分別項目を印刷表示する。 

排出者は禁忌品除去を徹底するために、排出時のチェックや白い紙紐利用など、国民各層の目的 

と成果役割り等の周知徹底を行う。  

優秀に準ずる提言：B部門 

○製鉄所の粉塵問題にパートナーシップで取り組む  

（特定非営利活動法人 ちば環境情報センター・Atelier Motherly(アトリエ マザリー)）  

（趣旨・内容） 

 全国には15ヶ所の製鉄工場が存在するが、原料は野積みで保管しており、周辺地域への粉塵公 

害を引き起こし、問題視されている製鉄所も少なくない。この問題に対し、各主体の自立的な取 

り組みを充実させるには、情報交換と補完的な相互支援を行うことが重要である。そのために、 

地域内で企業・NPO等・行政によるパートナーシップ組織を設置し、取り組みの成果をもとに、粉 

塵飛散で紛争問題を抱える地域と交流し、情報発信をしていくことで、国内での「紛争を回避し 

た協調型の粉塵対策」の機運を高めていく。 

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課民間活動支援室 河本、井上、小口 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14922 



 

 

☆環境NPO等ビジネスモデル関係  

＊平成24年度環境NPO等ビジネスモデル策定事業の公募について 

 持続可能な社会を実現するためには、地域の自然エネルギーや未利用資源の活用・保全を通じて地域 

社会を活性化し、地域の社会変革をもたらす事業活動を担う事業型の環境ＮＰＯ等の活躍が重要です。 

 そのため環境省では、環境NPO等が自立した事業活動を行えるようビジネスモデルを策定する事業を平 

成21年度から進めています。 

平成24年度についても、環境保全を図りながら地域社会の活性化に資するビジネスモデルを提案し、実 

行可能性の検証等を通じて事業計画を策定する団体を募集します。  

１．事業の概要 

 本事業は、環境関係の民間団体等より、ビジネスモデルを提案していただき、採択案件につい 

て、地域の資源の発掘、地域ニーズ等の把握・分析、当該ビジネスモデルの実行可能性の裏付け 

調査等を行った上で、事業計画を策定してもらうものです。 

 ビジネスモデルの要件は、(1)地域の資源等を活用し、企業、自治体、金融機関、支援組織等と 

連携しながら、地域の環境保全に資する一定の経済活動を行うものであること、(2)その活動によ 

って経済的に自立することが可能になるものであること、(3)他の地域でも普及しうるものである 

こと の３点です。  

２．背景と目的 

 持続可能な社会を実現するためには、環境NPO等が、地域の自然エネルギーや未利用資源の活 

用・保全を通じて地域社会を活性化し、地域の社会変革をもたらす事業活動を担っていくことが 

重要です。 

 しかし、多くの環境ＮＰＯは公的資金等に依存し、自立した事業活動を行っているものは非常 

に少なく、事業型の環境ＮＰＯや社会的企業であっても、ビジネスの知見や事業展開に必要なネ 

ットワークを備えていない状況にあります。 

 本事業は、環境ＮＰＯ等が自立して事業活動を行えるよう、地域の関係主体と連携するととも 

に、全国に普及しうるビジネスモデルを創出することを目的としています。  

３．募集内容 

以下のとおり、ビジネスモデルを提案する団体を募集します。 

(1)募集団体数 ６団体を上限とします。  

(2)本事業の請負額 採択団体とは事業計画策定に関する請負契約を締結します。 

             事業計画策定経費の上限は、１事業当たり２５０万円です。  

(3)募集対象団体の要件等  

 環境関係の活動を行っている非営利の民間団体又は環境関係の活動を行う社会的企業の立 

ち上げを目指す団体で法人格を有する団体、または地域で環境保全に係る事業を行う小規模 

企業で株式会社等の法人格を有する団体が募集対象で、以下の要件のうちいずれかを満たす 

ことが必要です。 

ア 団体の主たる活動エリアが東北地域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福 

島県）であり、活動実績を有していること  

イ 東北地域の地域資源を活用する事業であること  



ウ 東北地域の団体等（民間団体、行政等）と具体的な協働によって実施される事業であ 

ること  

 なお、イまたはウに応募する場合には、(5)の支援事務局の管轄する地域を主たる活動エリ 

アとする団体であること。  

(4)応募の条件 

・以下の５．に示す本事業の説明会に出席していること。  

・本事業終了後、策定した計画を用いて事業化を図るよう努めること。  

・策定した計画の内容を広く一般に公表、普及することに関し、協力すること。  

(5)支援事務局及び地方環境事務所との連携  

 事業の実施に当たっては、「支援事務局」と連携し、事業に取り組むこととします。 

 平成24年度の本事業に関わる「支援事務局」は以下のとおり。 

東北地域： ＥＰＯ東北、東北地方環境事務所 

      （青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）  

関東地域： ＧＥＯＣ、関東地方環境事務所 

      （茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 

山梨県、静岡県）  

中部地域： ＥＰＯ中部、中部地方環境事務所 

      （富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県）  

近畿地域： きんき環境館、近畿地方環境事務所 

      （滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）  

４．応募の方法 

 応募の方法については、添付「平成24年度環境NPO等ビジネスモデル策定事業公募要領」等をご 

覧ください。 

 なお、本事業の実施については、平成24年度予算の成立を前提としています。 

応募締切 ： 平成24年４月１６日（月）17時 必着 

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課民間活動支援室 河本、井上、小口 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14924 

 

 

☆SATOYAMAイニシアチブ関係  

＊SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ第二回定例会合の開催について 

３月13－14日にケニア ・ ナイロビにおいて、「SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ第二回 

定例会合」を開催します。 

 本会合では、「自然共生社会の実現に向けた戦略」をテーマに、SATOYAMAイニシアティブ国際パート 

ナーシップ（IPSI）の総会と情報の共有等を目的とした公開フォーラムが行われます。 

※SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI） 

 SATOYAMAイニシアティブは、二次的自然環境における生物多様性の保全やその持続可能な利用の促 

進のため、環境省及び国際連合大学高等研究所が中心となって提唱してきた取組みです。IPSIは本 



イニシアティブの活動を促進するため、昨年開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10） 

の期間中、国 ・ 地方政府、研究機関、国際機関、NGO、民間企業等、多様な主体の参加を得て発足 

した国際パートナーシップです。  

１．実施主体 

主催 ： IPSI 

後援 ： 在ケニア日本大使館  

２．目的 

総会 ：IPSIの今後の運営や活動の方向付けを行うこと。  

公開フォーラム ：IPSIのメンバーのみならず、メンバー以外へもIPSI及び各メンバーの活動を紹 

介し、協力や連携を図ること。  

３．日程 

平成24年３月13日（火）－14日（水） 

４．開催地 

ワールド ・ アグロフォレストリー ・ センター（ケニア ・ ナイロビ） 

５．本会合のテーマ 

自然共生社会の実現に向けた戦略 

６．議題等（予定） 

３月13日（火）午前（総会【非公開】）  

・ IPSI運営委員会からの報告  

・ IPSI第3回定例会合の開催  

・ IPSI戦略の策定  

３月13日（火）午後及び３月14日（水）（公開フォーラム）  

・ トニー ・ サイモン ワールド ・ アグロフォレストリー ・ センター所長、 

アルフレッド ・ オテング ・ ヤボア IPSI運営委員会議長、 

高田稔久 在ケニア特命全権大使からの挨拶  

・ 武内和彦 国際連合大学副学長による基調講演  

・下記の３つのテーマに関するワーキング ・ グループを中心として情報共有や意見交換を行い 

ます。  

（１） 災害リスクマネジメントを含む社会生態学的生産ランドスケープにおけるレジリエン 

スの捉え方と推進  

（２） 社会生態学的生産ランドスケープの回復に関する知見の共有  

（３） 伝統的知識の向上と将来世代の育成を通じた地域コミュニティの活性化  

７．使用言語 

英語 

８．IPSIメンバー（平成23年11月12日現在） 

９．プログラムの詳細 

http://satoyama-initiative.org/をご覧ください。 

 

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、伊奈、田邊 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19377&hou_id=14932
http://satoyama-initiative.org/


http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14932 

 

 

☆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/ 

 


