
☆再生可能エネルギー特別措置法関係  

＊再生可能エネルギー特別措置法に基づく費用負担調整機関の指定について 

本件の概要 

 資源エネルギー庁は、再生可能エネルギー特別措置法第１９条第１項に定める費用負担調整機関を担 

う法人について公募を行いました。 

 当該公募について２件の申請があり、審査の結果、一般社団法人低炭素投資促進機構が法令で定める 

要件を満たしていると認められるため、当該法人を費用負担調整機関として指定しました。 

 

担当：資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120321006/20120321006.html 

 

 

☆公害防止対策事業関係  

＊２１地域の公害防止対策事業計画案の同意について 

 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づき１８都府県の知事から環 

境大臣に協議があった２１地域の公害防止対策事業計画案について、公害対策会議の議を経て、本日、 

環境大臣が同意を行いました。 

１．公害防止対策事業計画について 

 公害防止対策事業計画は、環境基本法第１７条に基づき都道府県知事が作成する公害防止計画 

の一部を構成するものです。都道府県知事は、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別 

措置に関する法律（公害財特法）に基づく国の財政上の特別措置を受けようとする場合に、公害 

防止対策事業計画案の環境大臣同意を求めて協議することができます。  

２．２１地域の公害防止対策事業計画案について 

 平成２２年度までを計画期間とする公害防止計画が策定されていた３０地域（２４都府県）の 

うち、２１地域（１８都府県）において、引き続き平成２３年度を始期とする公害防止計画案が 

作成され、その一部を構成する公害防止対策事業計画案について協議がありました。  

 協議のあった２１地域の公害防止対策事業計画案について、公害対策会議の議を経て、本日、 

環境大臣が同意を行いました。 

各地域の公害防止対策事業計画案の概要は別紙１のとおりです。  

３．公害防止対策事業計画案の対象事業 

 公害財特法に規定する次の事業のうち、各地域の公害防止計画案の主要課題に係る環境基準の 

達成等に資する事業が対象事業となります。  

(1)下水道の設置又は改築の事業  

(2)しゅんせつ、導水等の事業  

(3)農用地等について実施される客土等の事業  

(4)ダイオキシン類による土壌汚染に係る客土等の事業  

４．公害防止対策事業計画案の計画期間 

 公害防止対策事業計画案の計画期間は、当該地域の公害防止計画案の計画期間と同じであり、 

一般に公害財特法の適用期限に合わせて１０年とされています。一部の地域において、対策事業 



の終了又は見直しにあわせて７年又は５年としています。各地域の公害防止計画案の計画期間及 

び主要課題は別紙２のとおりです。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境計画課 加藤、矢田、吉野、梁瀬、石渡  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14972 

 

 

☆ダイオキシン類対策特別措置法関係  

＊廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度等について 

 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの１年間の全国の廃棄物焼却施設（一般廃棄物焼却施設と 

産業廃棄物焼却施設）における排ガス中のダイオキシン類濃度の測定結果等について調査し、その結果 

を取りまとめたので公表します。  

 この１年間に全国の廃棄物焼却施設から排出されたダイオキシン類総量の推計は、約61グラムであり、 

その内訳は、一般廃棄物焼却施設からのものが約33グラム（前年比約３グラム減少）、産業廃棄物焼却 

施設からのものが約28グラム（前年比約５グラム減少）でした。  

 これは、昨年の排出量約68グラムから約10％の削減であり、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年 

法律第105号)第33条第1項の規定に基づく「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の 

量を削減するための計画」（平成17年6月変更）では、平成22年の廃棄物焼却施設からの排ガス中のダイ 

オキシン類排出量を、平成15年の145グラムに比べ約30％削減する目標としていますが、平成22年の実績 

では約58％削減し、目標を達成しています。  

【参考】 

ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第33条第1項の規定に基づき、平成12年9月に 

策定された「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」 

では、平成14年度末に廃棄物焼却施設からのダイオキシン類排出量を、平成9年に比べ約92％削減す 

ることを目標としていたが、平成15年の実績では約145グラムと約98％削減されており、目標を達成 

している。  

 

担当者：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 山本、藤原、渡辺、松井 

                       産業廃棄物課 廣木、林、佐川  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14970 

 

 

☆湖沼水質保全特別措置法関係  

＊湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について 

 平成24年4月1日に島根県松江市が特例市へ移行することに伴い、「湖沼水質保全特別措置法施行令の 

一部を改正する政令」が本日3月16日（金）に閣議決定されました。  

１．改正の趣旨 

 平成24年4月1日に島根県松江市が特例市に移行するため、湖沼水質保全特別措置法第41条及び 



第42条第1項の規定に基づき、湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改めるものです。 

これにより、従来島根県知事が行っていた同法の事務の一部については、同日以降は松江市長が 

行うこととなります。  

２．概要 

 政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については添付資料を御参照ください。  

 湖沼水質保全特別措置法第41条及び第42条第1項の規定に基づき、湖沼水質保全特別措置法施行 

令第12条の中に、「松江市」を加えるものです。  

３．別添資料 

・ 湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令（条文・理由）  

・ 湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令（要綱）  

・ 湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令（新旧対照条文）  

・ 湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令（参照条文）  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、合屋、星野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14971 

 

 

＊霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画の環境大臣の回 

答について 

本日、環境大臣は、湖沼水質保全特別措置法に基づき、関係知事より協議のあった霞ヶ浦、印旛沼、 

手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画について、協議を了し異存ない旨を回答しました。  

１．湖沼水質保全特別措置法の概要 

 湖沼水質保全特別措置法では、環境大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要 

があるとして指定した指定湖沼（全国で11湖沼）について、関係府県が湖沼水質保全計画を策定 

し、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしています。  

２．霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画の回答 

 指定湖沼である霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖は、昭和61年度に第1期の湖沼水質 

保全計画を策定して以来、5期（25年間）にわたり湖沼水質保全計画を策定し、浄化槽や下水道の 

整備等の各種の施策を進めてきたところです。  

 本日、関係知事より協議のあった霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質 

保全計画（第6期 平成23～27年度）について、異存ない旨の環境大臣の回答が行われました。  

 各湖沼の湖沼水質保全計画については、添付資料をご参照ください。  

３．別添資料 

・指定湖沼位置図等  

・霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画［概要］  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、合屋、星野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14973 



 

 

☆生物多様性関係  

＊遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく 

遺伝子組換えイネの第一種使用規程に先立っての意見の募集(パブリックコメント)に 

ついて 

 今般、「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。 

以下「カルタヘナ法」という。）に基づき、イネの遺伝子組換え農作物について、隔離ほ場に関する承 

認を受けるための申請がありました。この承認に先立って国民の皆様からの御意見を募集するため、平 

成２４年３月１６日（金）から４月１４日（土）までの間、パブリックコメントを実施します。  

１．カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について 

 遺伝子組換え生物の使用等に当たっては、我が国の野生動植物へ影響を与えないかどうか事前 

に評価することとなっています。具体的には、カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え植物の実験 

ほ場での栽培など、環境中への拡散を防止せずに使用する場合（第一種使用等）、使用等する者 

は、使用方法などに関する規程（第一種使用規程）を定め、これを文部科学省及び環境省に申請 

し、事前に承認を受ける必要があります。  

２．意見の募集について 

 今般、カルタヘナ法に基づき、以下の研究開発段階の遺伝子組換え生物の使用等に関する第一 

種使用規程の承認申請があり、生物多様性影響に関して学識経験者から意見を聴取しました。こ 

の結果、申請に係る遺伝子組換え生物を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性 

影響が生ずるおそれがないと認められたことから、主務大臣である文部科学大臣及び環境大臣が 

承認することを予定しています。 

つきましては、これらの申請を承認することについて、広く国民の皆様から御意見を募集します。 

 御意見のある方は下記の「３.意見募集要項」に沿って御提出ください。 

 なお、この意見募集は、文部科学省においても同時に実施されております。 

御意見は環境省又は文部科学省のいずれかに提出していただければ、両省において考慮されるこ 

ととなりますので、同じ御意見を２つの省に提出していただく必要はありません。 

 環境省及び文部科学省では、当該申請の承認については、皆様からいただいた御意見を考慮し 

た上、決定するとともに、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予 

定です。  

３．意見募集要領 

（１）意見募集対象  

上記の第一種使用規程の承認申請案件について御意見をいただきますようお願いいたします。  

（２）資料の入手方法  

[1]インターネットによる閲覧  

・環境省ホームページ 

(http://www.env.go.jp/info/iken.html)  

・日本版バイオセーフティクリアリングハウスホームページ 

(http://www.bch.biodic.go.jp/bch_3.html)  

http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.bch.biodic.go.jp/bch_3.html


[2]環境省野生生物課外来生物対策室にて配布  

[3]郵送による送付  

※郵送を希望される方は、３９０円切手を添付した返信用角２封筒（郵便番号、住所、氏名、 

「第一種使用規程（３月１６日分）」を必ず明記。）を同封の上、上記４．の意見提出先の「郵 

送の場合」のあて先まで送付してください。  

（３）意見募集期間  

平成２４年３月１６日（金）～平成２４年４月１４日（土）  

※郵送の場合は同日必着  

（４）意見提出方法  

下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で御提出ください。  

[1]郵送による提出の場合  

宛先：〒１００－８９７５  東京都千代田区霞が関１－２－２  

[2]ＦＡＸ  

ＦＡＸ番号：０３－３５８１－７０９０  

※ＦＡＸで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者に御連絡ください。  

[3]電子メール  

電子メールアドレス：bch@env.go.jp  

※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してくださ 

い。（添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。）  

※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。 

御意見は、日本語で御提出ください。  

※御提出いただきました御意見については、名前、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メ 

ールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。  

※御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の 

財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていた 

だくこともあります。  

（５）関係省のホームページ  

文部科学省のホームページにおいても本件についての御意見を募集しております。 

（http://www.mext.go.jp/b_menu/public/main_b13.htm）  

 

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=14977 

 

 

☆アジア太平洋気候変動適応フォーラム関係  

＊「アジア太平洋気候変動適応フォーラム2012」の開催結果について 

 「アジア太平洋気候変動適応フォーラム2012」が「ADAPTAION in ACTION：開発における適応政策の主 

流化」のテーマの下で、3月12日（月）-13日（火）にタイのバンコクにおいて開催されました。 

 フォーラムには、約60カ国から政策決定者、実務者、研究者、一般市民等合計約800名が出席し、気候 

mailto:bch@env.go.jp
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/main_b13.htm


変動適応に関するテーマについて活発な議論が行われました。  

１．フォーラム概要 

 気候変動への適応については、IPCCの第4次評価報告書においても、「適応は、過去の排出によ 

り既に避けられない温暖化がもたらす影響に対処するために必要である。」と記載されるなど、 

必要不可欠な課題である。 

 本フォーラムでは、「ADAPTAION in ACTION：開発における適応政策の主流化」をテーマとし、 

・適応に関する知見、事例及び経験の紹介  

・参加者間のネットワーキング促進のための「共有空間」の提供：気候変動への適応プロセス 

のための行動の活性化と経験学習の促進によって相乗効果を高める  

・国レベルの適応イニシアティブと地域レベルの適応イニシアティブとの連携を図ることを目 

的に開催された。  

日時 2012年3月12日（月）-13日（火）  

会場 タイ・バンコク United Nations Conference Center  

主催 アジア太平洋気候変動適応ネットワーク（APAN） 

    アジア気候変動適応知識地域プラットフォーム（AKP）  

プログラム アジア太平洋気候変動適応フォーラム2012ホームページ参照 

        http://www.asiapacificadapt.net/adaptationforum2012/  

テーマ ADAPTAION in ACTION：開発における適応政策の主流化  

２．出席者 

 アジア太平洋地域を中心に約60か国から、政策決定者、実務者、研究者、NGO等約800人が参加 

した。 

 環境省からは、梶原成元大臣官房審議官が冒頭に挨拶を行い、アジア太平洋地域における気候 

変動適応に係る知見・情報共有に関する日本の取組みの現状及び今後の取組みについて説明を行 

った。 

また、日本からは、独立行政法人国際協力機構（JICA）、慶応大学、茨城大学、財団法人地球環 

境戦略研究機関（IGES）、国立環境研究所などの専門家がパネラーとして参加し、討論に貢献し 

た。 

３．主な成果 

（１）プログラム概要  

 会合では、気候変動適応策の実施、適応政策とガバナンス、現場からの視点と経験などを軸に 

合計24項目以上の課題についてのパネル発表および討論が行われた。同時に気候変動適応に関す 

る知識、活動、経験の共有を目的とした映画祭や展示会などのイベントが開催された。  

（２）主な成果  

 アジア太平洋地域をはじめとする約30カ国の政策決定者、実務者、研究者、援助団体、メディ 

ア等が集まり総勢160名以上の発表が行われた。それらを踏まえた主な成果の概要は以下の通りで 

ある。  

[1]気候変動適応策の推進には様々な分野での統合や協働が不可欠であり、そのために信頼のおけ 

る情報共有および情報配信ができるAPAN等の知見共有のネットワークの拡大やフォーラムの定 

期的な開催などが今後も重要な役割を果たすことが再確認された。  

http://www.asiapacificadapt.net/adaptationforum2012/


[2]国際機関、研究機関、各国政府による適応政策を開発に主流化してくための研究、優良事例、 

知識に関する情報が取り上げられ、それらの成果を配信するだけでなく政策決定や事業実施に 

つなげていくための活動が増えていくことが期待された。  

[3]適応に関するガバナンスや政策決定を適切かつ迅速に推進していくための能力開発、資金、情 

報、協働が未だ不十分であり、そこを補填するための先進国からの援助や南南協力の活発化が 

持続可能な発展のために不可欠だという認識が共有された。  

[4]気候変動に特に脆弱な分野、地域、社会、人々、生態系と複合的な課題を地域や国レベルで特 

定しつつ、地方公共団体や事業レベルの適応構想を国家やアジア地域の国際レベルに持ち上げ 

る、トップダウン型とボトムアップ型の施策の連携、関係機関の間の水平協力及び開発と適応 

との統合的事業管理を促すなど各種目的に応じて多様なアプローチを推進していくことの重要 

性が確認された。  

 

担当：環境省地球環境局総務課研究調査室 松澤、佐々木、星野、小早川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14978 

 

 

☆農薬取締法関係  

＊水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）に対する意見の募集について 

 この度、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準値を新たに10農薬について設定するこ 

ととし、その案を作成しました。 

 本案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成24年3月16日（金）から4月16日（月） 

までパブリックコメントを実施いたします。  

１．背景 

 農薬取締法第３条第２項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを 

判断する際の基準（農薬登録保留基準）を定めて告示することになっています（参考１参照）。  

 今般、新たに10農薬（イミシアホス、ジフルメトリム、ジメトモルフ、チオベンカルブ（ベン 

チオカーブ）、プロジアミン、プロパモカルブ塩酸塩、ベンスルフロンメチル、メタフルミゾン、 

メプロニル及びレピメクチン）の水質汚濁に係る農薬登録保留基準値を設定することについて、 

広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。  

２．意見募集の対象 

水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）  

添付資料  

  （別紙）水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）  

  （参考1）農薬の登録制度及び農薬登録保留基準について  

  （参考2）水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料  

（イミシアホス、ジフルメトリム、ジメトモルフ、チオベンカルブ（ベンチオカーブ）、 

プロジアミン、プロパモカルブ塩酸塩、ベンスルフロンメチル、メタフルミゾン、メプ 

ロニル及びレピメクチン）  

３．意見募集要領 



（１） 意見募集期間  

 平成24年3月16日（金）から4月16日（月）17:00まで  

（※郵送の場合は同日必着）  

（２）意見提出方法  

 次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で（３）の提出先へ提 

出してください。 

なお、電話での意見提出はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

（注意事項）  

   ・御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子 

メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。  

   ・皆様から頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願い 

ます。  

   ・御意見の対象となる改正案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場 

合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせてい 

ただくことがあります。  

   ・御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合又は法人等 

の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせてい 

ただくこともあります。  

※電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください 

（添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。）。  

（３）意見提出先  

中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局  

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 あて  

〔1〕電子メールの場合 mizu-noyaku@env.go.jp  

〔2〕ファックスの場合 03-3501-2717  

〔3〕郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2  

※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「水質汚濁に 

係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見」と記載してください。  

４．資料の入手方法 

（１）中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局において配布  

場所： 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階  

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室  

（２）インターネットによる閲覧  

・環境省ホームページ  http://www.env.go.jp/info/iken.html  

・電子政府の総合窓口［e-Gov］ http://www.e-gov.go.jp/index.html  

（３）郵送による送付  

 郵送による送付を希望される方は、140円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び 

氏名を明記した返信用封筒（Ａ４版の冊子が折らずに入るサイズのもの）を同封の上、「『水 

質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案について』に対する意見募集関係資料希望」と封筒表 

面に明記し、上記「３.(３)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。  

mailto:mizu-noyaku@env.go.jp
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html


 切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ 

御了承願います。  

５．問い合わせ先 

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 担当：三好、釜澤  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2  

ＴＥＬ：03-3581-3351(内線6642)  

ＦＡＸ：03-3501-2717  

電子メール：mizu-noyaku@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室中央環境審議会土壌農薬部農薬小委員会事務局  

西嶋、吉川、三好 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14983 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊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 

 このたび、第二次循環型社会形成推進基本計画（平成20年３月閣議決定。以下「循環基本計画」とい 

う。）の進捗状況の第４回点検結果について、中央環境審議会会長から環境大臣に報告されました。こ 

の点検結果を環境省は平成24年3月16日（金）の閣議に報告しましたので、お知らせいたします。  

１．第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の点検について 

 第二次循環基本計画においては、毎年、中央環境審議会において、循環基本計画に基づく施策 

の進捗状況などの点検とともに、毎年度重点的点検事項を設定し、中央環境審議会において集中 

的な審議を行い、必要に応じ、その後の政策の方向につき政府に報告（閣議報告）することとさ 

れています。 

２．点検の経緯 

 本年度は第二次循環基本計画の制定から４年目であるため、５年間を目安に見直しが行われる 

第二次基本計画の最終評価にむけた点検という位置づけで進捗点検を行うこととし、中央環境審 

議会循環型社会計画部会において平成23年８月から８回（地域ブロックヒアリング（１回）を含 

む。）にわたって審議を行い、点検結果を取りまとめました。 

３．点検結果の概要 

 今回の点検結果では、循環型社会形成推進基本計画に定められている、我が国におけるものの 

流れ（物質フロー）に係る指標は、３Ｒの取組の進展等により、目標に向け順調に推移している 

が、他方で、(1)今後、世界全体で化石系資源や有用金属の資源制約が強まることが予想されるこ 

と、(2)東日本大震災を契機として、安全・安心が確保された循環の流れを構築することがより重 

要となっていることから、これまで進展した循環の量に着目した取組に加え、資源確保や安全・ 

安心の確保等の循環の質に着目した取組を進める必要がある、といった指摘がなされています。 

４．添付資料 

・ 「第二次循環型社会形成推進基本計画の推進状況の第４回点検結果について」 

（参考１）国の取組  

mailto:mizu-noyaku@env.go.jp


（参考２）個別法・個別施策の進捗状況調査表  

（参考３）指標例に係る取組の進捗状況調査表  

（参考４）中央環境審議会循環型社会計画部会における審議  

・ 「第二次循環型社会形成推進基本計画の推進状況の第４回点検結果の概要」 

 

担当者：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室 永島、御厩敷、大嶋 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14984 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊第20回地球温暖化アジア太平洋地域セミナー（The Twentieth Asia-Pacific Seminar  

on Climate Change）の結果について 

 環境省は、豪州気候変動・省エネルギー省、タイ天然資源環境省及び海外環境協力センター（OECC） 

との共催により、３月14日（水）、15日（木）の両日、タイ・バンコクにおいて「第20回地球温暖化ア 

ジア太平洋地域セミナー」を開催しました。  

 今回のセミナーでは、気候変動に対する適応をテーマに、アジア太平洋地域の１５カ国及び７の国際 

機関等から４５名の気候変動、開発計画担当の行政官及び専門家が参加し議論を行いました。  

１．日時    平成２４年３月１４日（水）、１５日（木）  

２．主催    環境省、豪州気候変動・省エネルギー省、タイ天然資源環境省、海外環境協力セン 

ター（OECC） 

３．開催場所 タイ・バンコク 

４．参加者   アジア太平洋地域１５ヵ国及び７つの国際機関等の気候変動分野の担当行政官及び 

専門家 

５．主な成果 

 本セミナーでは、気候変動に対する適応の問題に関し、アジア太平洋地域の途上国の抱える課 

題と今後必要な取組、及び国際社会から必要な支援等について、各国における事例・経験を基に 

しつつ、参加者が各国の交渉ポジションを離れて自由な意見交換を行った。 

各テーマについて以下のような議論が行われた。（結果については後日、議長サマリー（英文） 

としてとりまとめ、以下のウェブサイトに公表予定。）  

http://www.climateanddevelopment.org/ap-net/seminar/h01.html  

（１）国内の適応策の推進について 

○国レベルと地方レベルの連携・統合が特に重要な課題。  

○国レベルの適応計画を、地方レベルにスケールダウンしていくことが重要。他方で、関係ステ 

ークホルダーを巻き込み、地域住民の知見を活用するために、地域レベルからボトムアップでの 

計画策定も有効。  

（２）気候変動における適応計画の策定について 

○適応計画を効果的なものとするには、計画策定、実施のサイクルの中で効果の検証を行い、改 

善を行うことが重要。  

○既存のセクター別の開発計画と適応計画の重複は避け、全体を俯瞰し、ニーズの優先順位付け、 

http://www.climateanddevelopment.org/ap-net/seminar/h01.html


明確化が重要。  

○適応策を各セクター別の計画の中で主流化し、予算を配分するためには、気候変動による影響 

のリスクやその影響の大きさを政策決定者に理解させることが重要。  

（３）適応への支援について 

○支援の効果を最大化するためには、個別の事業単位での支援から計画全体への支援にシフトす 

ることが重要だが、その際は事業実施機関だけでなく、財政担当機関や政策決定機関が関わるこ 

とが重要。  

○多くの国で、適応プロジェクトの実施に係るスクリーニング、承認、支援が可能な体制になっ 

ていない場合もあるため、継続的な能力強化が不可欠。  

○適応技術の評価は非常に重要だが、最新の技術だけでなく、その地域固有の、従来からの知恵 

を活かすことも重要。  

（４）その他 

○ダーバンCOP17の結果を踏まえ、気候変動の影響による損害・被害（Loss & Damage）について 

も意見交換を継続。  

 

担当：環境省地球環境局国際地球温暖化対策室 関谷 

            地球環境問題交渉官 大井、山田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14991 

 

 

＊第2回カーボン・ニュートラル認証委員会の開催について 

 第2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3月23日(金) 13:30～14:30  

２．議事次第 

（１）はじめに  

（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。  

http://jcs.go.jp/cn/scheme.html


 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=14985 

 

 

＊第36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36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3月26日（月）10:00～15:00  

２．議事次第（予定） 

１．第35回議事概要及び関連情報に関する報告・確認  

２．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する報告  

３．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する審議  

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、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=14989 

 

 

☆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/ 

 

 

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

