
☆バイオマス事業化戦略検討チーム関係  

＊「第3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3月12日（月曜日）に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「第3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） 

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3回会合を開催いたします。 

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3月12日（月曜日） 10時00分～12時00分 

会場：中央合同庁舎 4号館 4階 共用第2特別会議室 

所在地：東京都 千代田区 霞が関 3-1-1 

3.議題 

研究機関・企業におけるバイオマス利活用の取組状況について 

 

担当：農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 平野、酒井、横田、奥村 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/120308.html 

 

 

☆生物多様性関係  

＊遺伝子組換えトウモロコシの第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の 

募集（パブリックコメント）について 

 農林水産省は、遺伝子組換え農作物の一般使用に関する承認申請（トウモロコシ1件）を受け、生物多様 

性影響評価を行いました。 

学識経験者からは、生物多様性への影響がある可能性はないとの意見を得ました。これらの結果に基づい 

て生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました。 

この審査結果について、国民の皆様からのご意見をいただくため、平成24年3月12日（月曜日）から平成24 

年4月10日（火曜日）までの間、パブリックコメントを実施します。 

1．背景 

（1）遺伝子組換え農作物の安全性評価 

 遺伝子組換え農作物は、食品としての安全性（厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課が担当）、 

飼料としての安全性（農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課が担当）、栽培等を行う場合の環境 

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


への影響（生物多様性への影響、農林水産省消費・安全局農産安全管理課、農林水産技術会議事務局 

技術政策課及び環境省自然環境局野生生物課が担当）に関し、それぞれ法律に基づき科学的に評価を 

行っています。 

 （2）遺伝子組換え農作物の生物多様性に対する影響評価 

 遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物に影響を与えないよう、「カルタヘ 

ナ法（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（平成15 年法律第 

97 号））」に基づき評価を行っています。 

  野外で栽培等を行う「第一種使用等」については、農作物の場合、(ア)試験的に使用する「隔離ほ 

場での栽培」、(イ)食用・飼料用としての輸入、流通、使用、栽培などの「一般使用」、に大別され 

ます。こうした第一種使用等を行う者はその使用等に関する規程（第一種使用規程）を定め、これを 

農林水産省及び環境省に申請し、承認を受ける必要があります。  

 （3）審査及び審査報告書 

  農林水産省は、遺伝子組換え農作物の審査・管理の能力や透明性及び科学的一貫性を向上させるた 

め、審査・管理の標準的な手順をまとめた「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審査・管理 

に係る標準手順書」（平成22 年8 月31 日公表。以下「標準手順書」といいます。）を公表しました。  

（標準手順書） http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/sop/index.html 

遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請の審査の結果等については、標準手順書に基づき、 

審査の結論、審査の概要等から成る、より分かりやすく科学的な審査報告書としてまとめます。 

（4）今回の申請 

 今回、下表の作物について、カルタヘナ法に基づき第一種使用規程の承認を受けるための申請があり 

ました。  

(ア)隔離ほ場での栽培についての申請 

今回は、ありません。 

(イ)一般使用についての申請 

作物名    新たに付与された形質   開発者による識別記号（区別のための名称）   申請者 

トウモロコシ チョウ目害虫抵抗性     1507×59122×MON810×NK603×MIR604   デュポン㈱ 

       コウチュウ目害虫抵抗性 

       除草剤グルホシネート耐性 

       除草剤グリホサート耐性 

（5）本件に関する審査 

 この審査に当たっては、カルタヘナ法、標準手順書等に基づき、生物多様性影響評価を行いました。 

学識経験者からは、承認申請のあった第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様性への影響が 

ある可能性はないとの意見を得ました。  

生物多様性影響評価検討会総合検討会の議事録等については、こちらからご覧ください。 

・ 平成24年1月24日開催  

http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/120124/sidai_120124.htm  

これらの結果に基づいて生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました（資料）。  

この資料については、ホームページ上（電子政府の総合窓口（e-Gov））にて掲載しております。こちら 

からご覧ください。  

ttp://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001517&Mode=0 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/sop/index.html
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/120124/sidai_120124.htm
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001517&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001517&Mode=0


また、この資料は、農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課においても配布しております。  

2．意見・情報の募集 

この遺伝子組換え農作物の第一種使用等に関する審査結果について、生物多様性影響に関して国民の皆 

様からご意見を募集します。 

（1）期限 

平成24年4月10日（火曜日）（郵便の場合は当日までに必着のこと） 

（2）提出方法 

次の(ア)から(ウ)までのいずれかの方法でお願いします。 

(ア)インターネットによる提出の場合 

以下のアドレス（電子政府の総合窓口（e-Gov））に掲載しております「意見公募要領」のPDFファイル 

より送信可能です。  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001517&Mode=0 

(イ)郵便による提出の場合 

宛先：〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関1－2－1  

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 組換え体企画班 河野 宛て 

(ウ)ファクシミリによる提出の場合 

宛先の番号：03－3580－8592 

（3）提出に当たっての留意事項 提出の意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性 

別・年令・職業を、法人は法人名・所在地を記載してください。なお、提出いただいた個人情報につい 

ては、お問い合わせの回答や確認のご連絡に利用しますが、個人や法人を特定できる情報を除き、公表 

する場合もありますのでご了承願います。  

・郵送の場合には、封筒表面に「遺伝子組換えトウモロコシの第一種使用等に関する審査結果について 

の意見・情報の募集」と朱書きいただきますよう、また、ファクシミリでお送りいただく場合は、表 

題を同じくしていただきますようお願いします。  

・なお、電話での意見・情報はお受けしませんのでご了承願います。また、いただいたご意見に対する 

個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。  

・意見・情報の募集は、環境省においても同時に実施されております。 

・意見・情報は農林水産省又は環境省のいずれかに提出いただければ、両省において考慮されることと 

なりますので、同じ意見を両省に提出していただく必要はありません。  

3．今後の対応 

 農林水産省及び環境省では、今後、ご提出いただいた意見・情報を考慮した上で、本件の承認を判断 

することとしております。 

 

担当：農林水産省消費・安全局農産安全管理課 高島、河野 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/120312.html 

 

 

☆食料・農業・農村政策審議会関係  

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

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001517&Mode=0


部会 地球環境小委員会」及び「水産政策審議会 企画部会 地球環境小委員会」第14回 

合同会議の開催及び一般傍聴について 

 農林水産省は、「食料・農業・農村政策審議会 企画部会 地球環境小委員会」、林野庁の「林政審議会 施策 

部会 地球環境小委員会」及び水産庁の「水産政策審議会 企画部会 地球環境小委員会」を合同で、3月21日 

（水曜日）に中央合同庁舎4号館12階 農林水産省会議室2にて開催いたします。  

この会議は公開です。ただし、カメラ撮影は会議冒頭のみとします。 

傍聴等を希望される方は、傍聴申込要領によりお申込ください。また、当該会議資料は、会議終了後にホーム 

ページで公開いたします。 

1.概要 

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

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

地球温暖化対策に関する意見交換を行います。 

なお、今回の会議資料及び議事概要は、会議終了後に以下のURLページで公開いたします。 

(URL:http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/goudou/index.html) 

2.日時及び場所 

日時：平成24年3月21日（水曜日） 13時30分～15時30分 

会場：中央合同庁舎第4号館12階 農林水産省会議室2（共用会議室1219～1221号室） 

所在地：東京都 千代田区 霞ヶ関 三丁目1番1号 

3.議題 

(1)農林水産分野における地球温暖化対策に関するとりまとめ（案）について 

(2)その他 

4.傍聴可能人数 

傍聴可能人数20名程度 

5.傍聴申込要領 

1.申込方法 

 FAX又はインターネットにて、以下のお申込先に、件名を「地球環境小委員会（平成24年3月21日開催） 

の傍聴希望」と記載し、氏名（フリガナ）、連絡先住所、電話番号、FAX番号、勤務先、所属団体及びメ 

ールアドレスを明記の上、お申込みください。（電話でのお申込みはご遠慮ください。） 

(1)FAXによるお申込先 

宛先：農林水産省 大臣官房 環境政策課 地球環境対策室 地球環境企画班 宛 

FAX：03-3591-6640 

(2)インターネットによるお申込先 

 https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/5ab5.html 

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

等を希望される方は、事前にその旨をお知らせください。  

・複数名お申込みの場合も、お一人ずつの記載事項をお書きください。  

申込締切日は、平成24年3月16日（金曜日）17時00分必着 

希望者多数の場合は抽選を行います。傍聴の可否について、3月19日（月曜日）までにFAX又は電子メー 

ルでご連絡いたします。 

6.傍聴に当たっての留意事項 

http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/goudou/index.html
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/5ab5.html


傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらを守れない場合は、傍聴をお断りすることが 

あります。 

(1)事務局の指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。 

(2)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。 

(3)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。 

・委員及び意見公述人の発言に対する賛否の表明又は拍手  

・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）  

・報道関係者の方々を除き、会場においてのカメラ、音声レコーダー、ワイヤレスマイク等の使用  

・新聞、雑誌その他議案に関係のない書類等の読書  

・飲食及び喫煙  

(4)銃砲刀剣類その他危険なものを議場に持ち込まないこと。 

(5)その他、地球環境小委員会座長及び事務局職員の指示に従うこと。  

 7.報道関係者の皆様へ 

 報道関係者で取材を希望される方には、傍聴とは別に席をご用意いたしますが、資料準備等の関係上、 

当省ホームページ又はFAXにより、平成24年3月16日（金曜日）17時までに傍聴と同様にお申込みくださ 

い。その場合は報道関係者である旨を必ず明記してください。  

また、当日は受付で記者証をご提示していただきますので予めご承知願います。  

 

担当者：農林水産省大臣官房環境政策課地球環境企画班 松下、中西 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/120313.html 

 

 

☆省エネ法関係  

＊エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）の一部を改正する法律案につい 

て 

本件の概要 

 本日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）の一部を改正する法律案」が閣議決定 

され、経済産業省は、本法律案を第１８０回通常国会に提出することといたしました。 

 本法律案は、我が国経済の発展のためには、エネルギー需給の早期安定化が不可欠であることから、 

供給体制の強化に万全を期した上で、需要サイドにおいて、持続可能な省エネを進めていく観点から所 

要の措置を講じるものです。 

公表日 

平成24年3月13日(火) 

 

担当：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120313001/20120313001.html 

 

 



☆水質汚濁防止法関係  

＊「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次報告案）」に対する意見募集の結果及び中央環境審議会答申につい 

て 

 平成23年９月29日（木）から10月28日（金）までに行った「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次報告案）」に対する意見募集（パブリッ 

クコメント）について、その結果を公表します。  

 また、この結果を受け、中央環境審議会から平成24年３月７日（水）に答申がなされました。  

１．審議の経緯及び意見募集の概要 

（１）審議の経緯  

 平成21年11月30日に環境大臣が諮問した「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」は、同年12月より、中央環境審議会水環境部会の下 

に設置された排水規制等専門委員会において検討がなされ、平成24年２月に同委員会において第 

２次報告が取りまとめられました。  

 これを受け、平成24年３月７日に開催された中央環境審議会水環境部会（第29回）においてこ 

れを報告し、同日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し答申がなされました。  

（２）意見募集の周知方法  

 電子政府の窓口（e-Gov）、環境省ホームページ及び記者発表  

（３）意見提出期間  

 平成23年９月29日（木）から10月28日（金）まで  

（４）意見提出方法  

 電子メール、郵送又はファックス  

２．意見募集の結果及びそれに対する考え方 

（１）意見提出者数 ：９（団体・個人）  

（２）のべ意見数 ：13件  

（３）頂いた意見の概要及びこれに対する考え方は別添１のとおりです。  

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次答申）」について 

 答申は別添２のとおりです。  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、山本、安川 

   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、堀内  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14943 

 

 

☆地球温暖化関係  

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

果 (創出支援第1次募集分)について 

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



制度を活用した復興支援に係る事業者支援を実施しています。  

 先般ご案内した、被災地で創出されたオフセット・クレジット(J-VER)及び都道府県J-VER(以下「被災 

地産J-VER等」という。)の創出に係る事業者支援について、1月31日から2月17日までに応募のあった案 

件の中から、(1)申請書作成、妥当性確認受検支援を1件、ならびに(2)モニタリング実施支援、検証受検 

支援を行う事業を6件採択しましたので、お知らせします。  

 なお、本事業は3月13日(火)まで、第2次公募を受け付けております。  

１．被災地産J-VER等の創出に係る事業者支援の支援内容について 

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

(1)プロジェクト計画書作成・妥当性確認支援  

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

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

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

ングプラン作成指導、妥当性確認時の問い合わせへの対応、妥当性確認費用の負担（100万円を上 

限に全額）  

(2)モニタリング実施・検証受検支援  

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

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

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

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

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

２．被災地産J-VER等の創出に係る事業者支援第1次採択結果 

資料1 第1次採択案件一覧  

事業の目的及び下記の応募要件（(1)～(3)）への適格性を確認し採択しています。  

なお、採択結果に関する質問にはお答えいたしかねますので、予めご了承下さい。  

(1)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律で定める特定被災地方 

公共団体※で事業を実施すること 

※特定被災地方公共団体一覧 

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

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

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

あること。  

(3)事業実施スケジュールが実現可能なものであること。  

３．第2次公募について 

 本事業は、2月20日より3月13日まで、第2次公募を行っています。事業者支援の受付につきまし 

ては、（株）三菱総合研究所に委託して実施しております。  

 資料2「事業者支援応募様式」に必要事項をご記入の上、下記応募先までメールでご応募くださ 

い。※メールをご利用になれない場合は、ご郵送にてご応募ください。  

 

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.bousai.go.jp/2011jyosei/sikuchyouson.pdf


http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14946 

 

 

＊オフセット・クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加について 

 ・ 環境省では、平成20年11月に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として認証するオフ 

セット・クレジット（J-VER）制度を創設しました。  

・ J-VER制度の対象となるプロジェクト種類を拡充するため、特に市場ニーズの高い温室効果ガス排 

出削減プロジェクトのアイデア等について、オフセット・クレジット（J-VER）運営委員会及び運営 

委員会の下に設置された技術小委員会において方法論（案）を検討してまいりました。  

・ 今般、これらの検討を踏まえて、新たに5種類のプロジェクト種類を本制度に位置づけたのでお知 

らせします。 

※自らの温室効果ガス排出量のうち削減困難な部分を、他の場所で実現された排出削減・吸収量をも 

って埋め合わせる活動。  

１．オフセット・クレジット（J-VER）制度について 

 オフセット・クレジット（J-VER）制度は、国内のプロジェクトにより実現した温室効果ガス排 

出削減・吸収量をカーボン・オフセットに用いられるクレジットとして認証する制度です。本制 

度においては、プロジェクト登録のための適格性基準や、排出削減・吸収量の算定・モニタリン 

グの方法を定めた「方法論」を作成しています。  

２．今般追加されたプロジェクト種類の方法論の概要（資料1～資料5） 

資料1 E029海上コンテナ輸送に関わる国内トラック輸送効率化  

資料2 E030下水汚泥脱水機の更新  

資料3 E031廃油等由来の再生燃料油の製造・利用  

資料4 I002温室効果ガス不使用絶縁開閉装置等の導入  

資料5 A001硝化抑制剤入り化学肥料の投入による茶園土壌からのN2O排出抑制  

※各方法論の概要スライドも添付しておりますので、合わせてご参照ください。  

 これまで、本制度の対象プロジェクトとして34種類が公表されていました。今般、新たに５種 

類のプロジェクトを承認し、本制度の対象プロジェクトは合計39種類となりました。  

 なお、最新のその方法論は、事務局のHP（http://www.4cj.org/jver/index.html）に掲載いた 

します。  

３．検討経過等 

 新たに制度の対象とした5つのプロジェクト種類の方法論は、平成23年12月26日に開催された技 

術小委員会での審議、平成24年1月13日から同年1月27日に実施されたパブリックコメントを経て、 

同年2月2日に開催された技術小委員会において正式に採択されたされたため、今般、これらの方 

法論を公表するものです。  

 なお、オフセット・クレジット（J-VER）運営委員会及び技術小委員会の委員名簿は、以下のと 

おりです。  

４．その他関連情報 

 オフセット・クレジット（J-VER）制度については、下記の環境省HP及び事務局HPを御覧くださ 

い。  

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


・環境省  http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html  

・気候変動対策認証センター(CCCCJ) http://www.4cj.org/jver/index.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  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14957 

 

 

＊国内排出量取引制度の課題整理に関する検討会報告書（概要版）の公表について 

 環境省では、国内排出量取引制度に関する課題について、有識者から構成される検討会を開催し、検 

討を行いました。  

 今般、その検討結果が取りまとめられましたので公表します。  

１． 経緯 

 本報告書は、平成２２年１２月に地球温暖化問題に関する閣僚委員会が取りまとめた「地球温 

暖化対策の主要３施策について」において指摘された国内排出量取引制度に関する３つの課題 

（(1)我が国の産業に対する負担やこれに伴う雇用への影響、(2)国内において先行する主な地球 

温暖化対策（産業界の自主的な取組など）の運用評価、(3)海外における排出量取引制度の動向と 

その効果）について、有識者から構成される検討会（「国内排出量取引制度の課題整理に関する 

検討会」 

座長：植田和弘 京都大学大学院経済学研究科教授）で検討し、その結果を取りまとめたもの。  

２．報告書（概要版）について 

 別紙１のとおり。  

３．その他 

 検討結果について、3月14日(水)に開催されるIGES排出量取引セミナー（主催：財団法人地球環 

境戦略研究機関（IGES））において、上記検討会の植田座長が説明を行う予定。セミナーの詳細 

は別紙２のとおり。  

 なお、今回の調査分析は、検討会における取りまとめ結果である。関係省庁を含めた政府全体 

としての見解を示すものではなく、排出量取引制度の導入に関する議論、電気事業者による再生 

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（再エネ特措法）に基づく調達価格等算定委員会 

における議論、地球温暖化対策のための税の導入に関する議論の方向性について何ら予断を与え 

るものでもない。  

 また、経済影響分析については、作業の時点における情報を踏まえた一定の仮定に基づいた試 

算例であり、現在、エネルギー・環境会議を中心に検討中のモデル分析と前提が揃っているもの 

ではなく、同会議の議論の方向性について何ら予断を与えるものではない。  

 

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、矢野、江藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14958 

 

 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.4cj.org/jver/index.html


＊「緊急CO2削減・節電ポテンシャル診断」受診事業所の追加募集について 

 環境省では、東日本大震災の被災地の事業者を対象として緊急CO2削減・節電ポテンシャル診断（無料） 

を実施しています。 

今般、受診事業所の追加の募集を行います。（公募期間：３月13日（火）～３月30日（金）） 

 本診断は、環境省が派遣する診断機関が、工場やビル等における設備の導入・運用状況等を無料で計 

測・診断し、CO2削減・節電のために有効と考えられる設備導入や運用改善等の費用・効果等に関する情 

報を提供することにより、事業者における費用効果的な対策の実施を支援するものであり、東日本大震 

災の被災地の事業者を対象として実施するものです。 

また、得られた情報は、CO2削減・節電対策の導入ポテンシャルの把握・普及広報などにも活用していく 

予定です。 

工場やビル等における効果的なCO2削減・節電対策のご検討に是非ご活用ください。 

１．緊急CO2削減節電ポテンシャル診断事業の概要 

 （１）CO2削減・節電ポテンシャル診断の内容 

 環境省が派遣する診断機関が、希望する工場やビル等における設備の導入状況のヒアリングや実際の 

運用状況の機器による計測等を行い、CO2排出・電力使用の現状を診断します。この結果を踏まえ、CO2 

削減・節電のために有効と考えられる設備導入・運用改善等について、CO2削減・節電の効果、初期投資 

費用、節電等による利益、投資回収年数等に関する情報を提供し、事業者における費用効果的な対策の 

実施を支援するものです。詳細は募集要領をご覧ください。  

（２）対象事業所 

○東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律で定める特定被災地方公共団体 

※に所在する事業所で温室効果ガスを排出している事業所（工場、事業場）（ただし自動車等の排出、 

民生部門のうち住宅、集合住宅等の排出は含まない）  

  ※特定被災地方公共団体一覧 リンク http://www.bousai.go.jp/2011jyosei/sikuchyouson.pdf  

    （対象は上記リンク先の一覧うち「１．特定被災地方公共団体（１６８市町村）」）  

○180事業所程度を予定しています。  

○対象者の選定にあたっては、部門、業種、温室効果ガスの排出規模、地域のバランス等に配慮し選定 

します。  

（３）費用負担 

 診断（計測を含む）にかかる費用は環境省が負担します。 

（４）追加公募期間等 

 募集区分 公募期間（参考） 診断期間（予定） 

 追加募集 平成２４年３月１３日（火）～3月３０日（金） 平成２４年４月中旬～６月下旬 

（５）応募方法 

 「募集要領」「応募様式」をご確認いただき、応募様式１～２に必要事項をご記入の上、下記提出先 

まで郵送または宅配便にてご提出ください。なお、提出部数は正１部となります。  

 宛先 ㈱三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部「緊急CO2削減・節電ポテンシャル診断事務局」 

  〒東京都千代田区永田町２丁目１０番３号 

○郵送または宅配便にてご提出下さい。ご持参、電子メール等では受け付けません。  

○提出された書類等は、返却いたしませんので予めご了承下さい。  

○提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断で使用いた 

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


しません。  

問い合わせ先 

株式会社 三菱総合研究所（http://www.mri.co.jp/h-ghg-sakugen23/） 

〒100－8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号 

環境・エネルギー研究本部 「緊急CO2削減・節電ポテンシャル診断」事務局 

電話：0120-626-002 （平日 9:30～12:00、13:00～17:30）/ メール：ghg-sakugen@mri.co.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=14961 

 

＊国内排出量取引制度の課題整理に関する検討会報告書の公表について 

 環境省では、国内排出量取引制度に関する課題について、有識者から構成される検討会を開催し、検 

討を行いました。  

 今般、その検討結果が取りまとめられましたので公表します。  

１． 経緯 

 本報告書は、平成２２年１２月に地球温暖化問題に関する閣僚委員会が取りまとめた「地球温 

暖化対策の主要３施策について」において指摘された国内排出量取引制度に関する３つの課題 

（(1)我が国の産業に対する負担やこれに伴う雇用への影響、(2)国内において先行する主な地球 

温暖化対策（産業界の自主的な取組など）の運用評価、(3)海外における排出量取引制度の動向と 

その効果）について、有識者から構成される検討会（「国内排出量取引制度の課題整理に関する 

検討会」座長：植田和弘 京都大学大学院経済学研究科教授）で検討し、その結果を取りまとめた 

もの。  

２．報告書について 

 別紙のとおり。  

３．その他 

 検討結果について、本日開催されるIGES排出量取引セミナー（主催：財団法人地球環境戦略研 

究機関（IGES））において、上記検討会の植田座長が説明を行う予定。  

 なお、今回の調査分析は、検討会における取りまとめ結果である。関係省庁を含めた政府全体 

としての見解を示すものではなく、排出量取引制度の導入に関する議論、電気事業者による再生 

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（再エネ特措法）に基づく調達価格等算定委員会 

における議論、地球温暖化対策のための税の導入に関する議論の方向性について何ら予断を与え 

るものでもない。  

 また、経済影響分析については、作業の時点における情報を踏まえた一定の仮定に基づいた試 

算例であり、現在、エネルギー・環境会議を中心に検討中のモデル分析と前提が揃っているもの 

ではなく、同会議の議論の方向性について何ら予断を与えるものではない。  

 

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、矢野、江藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14965 

http://www.mri.co.jp/h-ghg-sakugen23/
mailto:ghg-sakugen@mri.co.jp


 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会（第12 

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。  

                 記 

１．日時 平成24年３月27日（火） 14：00～16：00  

２．場所 都道府県会館 １０１大会議室（東京都千代田区平河町２－６－３）  

３．議題（案） 

（１）容器包装の３Ｒについての最近の取組状況について  

（２）事業者の容器包装の３Ｒについての最近の取組状況について  

（３）その他  

４．公開に関する取扱い 

 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、「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会容器包装の３Ｒ推進に関する小 

委員会（第12回）傍聴希望」と明記し、氏名（ふりがな）、住所、電話番号、勤務先、E-mail 

アドレス又はFAX番号を記入の上、 平成24年３月23日（金）正午必着で以下の連絡先宛てに 

申し込みください。申し込みは、傍聴希望者ごとに行ってください。  

   （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）傍聴をお断りする場合は会議開催の前日までに電子メール又はファクシミリにて御連絡さ 

せていただきます。  

（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リサイクル推進室 森下、眼目、沼田、八巻、 

高橋、西松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14952 

 

 

☆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/ 

 

 


