
☆地球温暖化関係  

＊「森林関係の地球温暖化対策を考える会」の開催及び一般傍聴について 

 林野庁は、4月3日（火曜日）に農林水産省 本館7階 第3特別会議室にて「森林関係の地球温暖化対策を 

考える会」を開催します。 

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。 

1.概要 

 林野庁は、森林分野における地球温暖化対策の在り方、進め方について、幅広い視点で考えるにあた 

り、「森林関係の地球温暖化対策を考える会」を開催します。 

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ページで公開致します。 

（URL： http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/ontai/index.html） 

2.日時及び場所 

日時：平成24年4月3日（火曜日）13時30分～15時30分 

会場：農林水産省 本館7階 第3特別会議室（ドア番号本714）  

所在地：東京都 千代田区 霞ヶ関 1-2-1 

3.議題 

(1)森林関係の地球温暖化対策について 

(2)その他 

4.傍聴可能人数 

傍聴可能人数10人程度（希望者多数の場合は抽選） 

5.傍聴の申込要領 

(1)申込方法 

 傍聴を希望される方は、FAX又はインターネットにて、お申込みください。なお、電話でのお申込みは 

御遠慮ください。  

「森林関係の地球温暖化対策を考える会」の傍聴を希望する旨、御住所、御氏名（フリガナ）、電話番 

号及びFAX番号又は電子メールアドレス、差し支えなければ御所属の組織（団体、会社等）名を記載くだ 

さい。 

複数名でお申込みの場合は、それぞれの方についてお書きください。  

車椅子を使用される方、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、通訳や介護の方を同伴される場合は、その方の御氏名も併せてお書き添えください。   

〈FAXによるお申込先〉  

林野庁 林政部 企画課 制度班  宛  

FAX番号： 03-3593-9564 

〈インターネットによるお申込先〉  

以下のURLにアクセスし、必要事項をご入力ください。 

 https://www.contact.maff.go.jp/rinya/form/225a.html 

(2)申込締切 

平成24年3月28日（水曜日）17時（必着） 

なお、希望者多数の場合は抽選を行います。お申込いただいた方の傍聴の可否については、3月30日（金 

曜日）までに担当より、電話、FAX又は電子メールにて連絡いたします。  

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/ontai/index.html
https://www.contact.maff.go.jp/rinya/form/225a.html


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には、一般傍聴とは別に席を御用意いたしますが、資料準備等の関 

係がございますので、FAX又はインターネットにより、平成24年3月28日（水曜日）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。 

7.傍聴時の留意事項 

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。 

      ・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。）  

      ・会議中のカメラ、ビデオ、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、事務局職員の指示に従うこと。 

 

担当：林野庁林政部企画課制度班 佐々木、吉澤 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/120323.html 

 

 

＊第２４回国内クレジット認証委員会の結果について 

平成２４年３月２３日（金）に第２４回国内クレジット認証委員会を開催し、申請があった１５５件 

（国内クレジット量：１０４，３９２t-co2）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。 

 

担当者：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/2011/03/20120323009/20120323009.html 

 

 

＊アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（ＡＰＮ）第17回政府間会合/科学企画グル 

ープ会合の開催結果について 

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN: Asia-Pacific Network for Global Change  

Research）の第17回年次会合が平成24年3月14日（水）から16日（金）に、ジャカルタ（インド 

ネシア）で開催されました。 



 APNは、アジア太平洋地域における地球変動研究に関する研究の推進を目的として1996年に我 

が国のイニシアティブで発足した政府間組織であり、日本（環境省・兵庫県）、米国、ニュー 

ジーランド、韓国からの財政支援を得て、公募型共同研究プログラム（ARCP）、途上国の研究 

能力開発・向上プログラム（CAPaBLE）の２タイプの支援を始め様々なプロジェクトを実施して 

います。 

 今年度からは、我が国の提案により、気候変動への適応政策及び低炭素社会構築政策に貢献 

する研究支援プログラムが新規に承認され、地球変動の各分野におけるますます充実した活動 

が期待されます。  

１．開催日時・場所 

・平成24年3月14日(水）～16日(金）  

・ジャカルタ（インドネシア）  

２．出席者 

・加盟国の政府代表，科学企画グループメンバー及び招聘専門家等が加盟各国から参加したほか、 

関係国際機関、オブザーバーの参加もありました。 議長はインドネシア政府代表、副議長はカン 

ボジア政府代表が務めました。  

３．主な成果 

（１）低炭素社会構築政策に貢献する研究支援プログラム  

 アジアが世界の低炭素成長を牽引する重要な地域となりうることから、低炭素社会づくりの 

シナリオ（低炭素成長）を描き、低炭素成長を実現するための政策を特定する途上国における 

研究支援に対して、我が国拠出金から一定額を割り当て実施することが合意されました。 

 この活動は、グローバルスケールでの研究ネットワークである低炭素社会国際研究ネットワ 

ーク(LCS-RNet、事務局：財団法人地球環境戦略研究機関（IGES））のアジアにおけるネットワ 

ークの活動を研究面で支援するものとなり、国立環境研究所や京都大学等の我が国の低炭素シ 

ナリオ研究者との連携を強化するものです。  

（２）気候変動への適応政策に貢献する研究支援プログラム  

 カンクン合意（COP16）及びダーバン合意（COP17）等において、適応分野における最新の科 

学的知見に基づいた政策及び中長期的な政策を推進するとされていること、アジア太平洋地域 

は、島嶼地域、人口が集中する沿岸地域といった気候変動の影響を受けやすい地理的条件、農 

業のように気候変動の影響を受けやすい産業への依存などから適応策の必要性が高いことから、 

以下の事業をはじめとする新規活動を行うことが承認されました。  

・本プログラムのスコーピングワークショップの実施（兵庫アクティビティ）。  

・気候変動影響評価と適応に関する研修の実施（国連大学気候・生態系変動適応研究のための 

大学ネットワーク（UN-CECAR）との共同研修コース）  

・適応政策に貢献する公募研究プロジェクトの提案のための研修の実施。  

（３）ネットワーク活動の拡充  

 地球変動分析・研究・訓練システム(START（米国が中心となった国際的な支援プログラム)）、 

UN-CECARとの連携をはじめ、今後はLCS-RNet、アジア開発銀行（ADB）、国際学術連合(ICSU）、 

米州地球変動研究ネットワーク（IAI）、等新たな機関・ネットワークとの連携も強化していく 

ことが合意されました。  

（４）その他  



 公募型共同研究プログラム（ARCP：Annual Regional Call for Proposals）や、開発途上国 

の研究能力開発・向上プログラム（CAPaBLE：Scientific Capacity Building and Enhancement  

for Sustainable Development in Developing Countries）について、 

新規・継続提案の採択が承認されました。  

（５）次回会合  

 次回会合は、中国がホストする予定です。  

会議記録（英語）は議長要約として、近日中にAPN事務局のウェブサイトに掲載される予定です。 

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）事務局（神戸市） 

Website：http://www.apn-gcr.org 

TEL：(078)230-8017 FAX：(078)230-8018 

Email：info@apn-gcr.org  

 

担当者：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=14998 

 

 

＊「気候変動影響統計レポート2011」等の公表について 

 環境省では、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成21年3月13日閣議決定、以下、「基本計 

画」）に基づき、平成22年度より関係府省の協力を得ながら、気候変動による影響（人間、農作物、建 

築物等）に関連する既存の統計、調査データの分析を進めてきました。  

 今般、これらの成果を気候変動影響統計ポータルサイト及び「気候変動影響統計レポート2011」とし 

てとりまとめましたのでお知らせいたします。  

１ 気候変動影響統計ポータルサイト 

 環境省は基本計画に基づき、地球温暖化対策や、地球温暖化に関する研究、普及啓発、データの利 

用促進に資するため、関係府省の協力のもと、国内のデータを対象として気候変動の影響に関する統 

計整備を平成22年度に開始しました。 

従来から様々な機関がそれぞれの目的に応じて実施していた統計を、気候変動の影響という観点から 

まとめ、ポータルサイトにまとめました。  

 ポータルサイトの作成においては、関係府省のみならず、気候変動影響分野の専門家からの助言を 

踏まえ、気候変動が原因と考えられる影響が顕れているデータのみならず、今後顕れる可能性を持っ 

たデータや、気候変動の影響を考える上で参考となる情報も含めてデータや知見の収集を行いました。  

 今後は更に各種統計の調査、収集を行い、より網羅的な統計データベースとして拡充していく予定 

です。  

【気候変動影響統計ポータルサイト】 

http://www.nies.go.jp/occco/statistics_portal/index.html  

２ 気候変動影響統計レポート2011 

 本レポートは、気候変動に関連した既存の統計情報等の内容、それらのデータから読み取ることの 

できる傾向、気候変動影響としての可能性を論じる上で考慮すべき事項等を解説することや、社会の 

変化を図る統計等と気候変動の影響の関係について、気候変動影響に関する分野の研究者・実務者や 

http://www.apn-gcr.org/
mailto:info@apn-gcr.org
http://www.nies.go.jp/occco/statistics_portal/index.html


関心を有する国民に、広報・普及を図ることを目的として作成しました。  

 作成にあたっては、以下を基本方針としました。  

（1）対象分野は、食料、人間の健康、建築物等  

  本レポートでは、基本計画で明示されている「食料への影響」「人の健康への影響」「暮ら 

しや生活基盤（建築物等）への影響」の3つの分野を対象として解説を行いました。その他の分 

野については、今後拡充をする予定です。 

また、気温や降水量など「気候の変化」についても各分野での影響を理解する上で必要とな 

ることから、冒頭で解説を行っています。  

（2）現在生じている可能性のある影響や、影響に対する適応の実態を扱う 

気候変動による影響について、現在生じている可能性のある影響や、気候変動との因果関係 

について現時点で判断することが困難ですが、今後その関係性を分析していく観点から注視す 

る必要があると考えられる事象を対象としました。 

また、影響への対処策として実施されている適応、あるいは適応以外の他の目的で実施され 

ているが適応と同様の効果を有する取組の実態についても取り上げました。  

（3）統計情報や各種の調査成果、既存の研究知見を活用  

  解説にあたっては、1項のポータルサイトに掲載した統計情報や各種調査成果、更に、既存の 

研究知見等を活用しました。  

  統計情報や各種の調査成果の多くは、気候変動の影響を監視する目的で作成されているわけ 

ではありませんが、これらデータから客観的に読み取ることのできる傾向と既存の気候変動影 

響に関する研究知見等との関係、また、気候変動影響としての可能性を論じる上で考慮すべき 

事項等を解説することは可能です。  

  本レポートでは、各影響・事象ごとに、一般に既存の研究知見で指摘されている影響・事象 

の説明 → 統計情報や各種の調査成果から読み取ることのできる傾向の説明 → 気候変動影響 

としての可能性を論じる上で考慮すべき事項や、統計情報等の継続的把握の意義の説明、とい 

う流れで解説を行っています。  

 

担当：環境省地球環境局総務課研究調査室 松澤、佐々木、河里 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15008 

 

 

＊低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議（第４回）の開催について 

 わが国の温室効果ガスの排出削減のためには、排出量が増大している民生部門（家庭・業務）におけ 

る取組を一層充実・強化することが必要です。このため、国土交通省、経済産業省、環境省が連携して、 

「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」を設置し、住宅・建築物における取組について、住 

まいのあり方や住まい方を中心に、低炭素社会に向けた広範な取組と具体的施策の立案の方向性等を検 

討しています。  

 第４回会議を以下のとおり開催することとなりましたのでお知らせいたします。  

（１）開催日時等 

○日時：平成24年４月４日（水）13:30～15:30  



○場所：中央合同庁舎第３号館（国土交通省）11階特別会議室  

○議事：「低炭素社会に向けた住まいと住まい方」の推進方策について 中間とりまとめ（案）  

等  

（２）備考 

○本会議は公開で行います。また、カメラ撮りは、会議の冒頭（議事に入るまで）のみ可能です。  

○傍聴を希望される場合は、４月２日（月）19時までに、Eメール又はFAXにより、以下の事項を 

登録してください。 

  各社、各団体1名でお願いします。（郵送、電話による受付はしておりません。また、締切り 

を過ぎてからの登録は一切無効とさせていただきます。）  

○希望者多数の場合は抽選とし、「傍聴可」の方にのみ４月３日（火）13時までに事務局から御 

連絡致します。 

  「傍聴可」の方は、事務局から連絡をさせていただいたFAX又はメールを開催日当日にお持ち 

いただき、受付時に御提示下さい。 

 御提示がない場合は、傍聴をお断りすることがございます。  

＜登 録 先＞  FAX番号：03-5253-1629、Email：teitanso@mlit.go.jp  

＜登録事項＞ 傍聴希望者の氏名、所属、電話番号  

 （タイトルに「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議傍聴希望」と 

記載してください。）  

○中央合同庁舎第３号館に入館する際は手続きが必要ですので、身分証明書をご持参ください。  

○会議資料及び議事内容は、後日ホームページで公開する予定です。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、杉本、福井、小澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15027 

 

 

☆バイオマス事業化戦略関係  

＊「第4回 バイオマス事業化戦略検討チーム」の開催について  

 バイオマス関係5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 

28日（水曜日）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 

4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日の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技術や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4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。 

mailto:teitanso@mlit.go.jp


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28日（水曜日） 14時00分～（2時間程度） 

会場：経済産業省 別館 11階 1111号会議室 

所在地：東京都 千代田区 霞が関 1-3-1 

3.議題 

研究機関・企業・自治体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/120323.html 

 

 

☆アジア水環境環境モデル事業関係  

＊「平成24年度アジア水環境改善モデル事業（現地実証試験）」対象事業の選定結果に 

ついて 

 平成23年度に実施し「アジア水環境改善モデル事業(ＦＳ調査)」５件について、厳正な審査の結果、 

平成24年度の「現地実証試験」の対象事業２件を選定しましたのでお知らせします。  

１．「アジア水環境改善モデル事業」について 

 環境省では、政府の成長戦略の一環として、我が国の企業が有する技術を活かしたアジア域内 

の水ビジネス市場への進出を支援する目的で、平成23年度より「アジア水環境改善モデル事業」 

に着手いたしました。  

 本事業は、我が国企業による、水質汚濁が深刻化しているアジア諸国の水環境改善に関して具 

体的な海外展開の計画のある事業について、実現可能性調査や現地実証試験の実施等の支援を行 

うことを通じ、アジア諸国の水環境の改善を図るとともに、モデル事業を通じて把握した事業化 

に当たっての課題等を基に、水環境改善ビジネスの海外展開促進のための今後の施策の在り方等 

を検討するものです。  

２．平成24年度現地実証試験事業の選定結果について 

 平成23年度に「アジア水環境改善モデル事業」を公募し、19件の応募の中から５件の対象事業 

を選定してＦＳ調査を実施してきました。  

 今回、今年度実施したＦＳ調査結果及び有識者及び環境省で構成される「アジア水環境ビジネ 

ス展開促進方策検討会」によるヒアリング審査等を踏まえ、平成24年度に現地実証試験を実施す 

る事業２件を、別紙のとおり選定しました。 

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、若公、大山  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14993 

 

 

☆世界水フォーラム関係  

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


 

＊第６回世界水フォーラムにおける環境省の取組「ＷＥＰＡ水環境管理アウトルック２ 

０１２」の公表について 

 ３月12日（月）～17日（土）にかけてマルセイユ（フランス）で開催された第６回世界水フォーラム 

において、環境省は「水と気候変動適応に関する高級円卓会議」に参加するとともに、（財）地球環境 

戦略研究機関がサイドイベント「持続可能な未来に向けた水環境パートナーシップ」を開催しました。 

 同サイドイベントでは、「アジア水環境パートナーシップ（WEPA）※」参加各国の水環境とその管理 

に関する最新の基礎情報や、共通する優先課題「生活排水対策」「気候変動と水環境」に関するＷＥＰ 

Ａでの討議内容、共有された情報をまとめた「WEPA水環境管理アウトルック2012」を発表しました。  

１．第６回世界水フォーラムについて 

 「世界水フォーラム」は、世界の重大な水問題について討議するために開催される、水に関す 

る世界最大級の国際会議（世界水会議（国際ＮＧＯ）と主催国政府の共催）です。３年に１度、 

３月22日の「世界水の日」の時期に合わせて１週間程度開催され、これまでマラケシュ（モロッ 

コ、1997年）、ハーグ（オランダ、2000年）、京都（日本、2003年）、メキシコシティ（メキシ 

コ、2006年）、イスタンブール（トルコ、2009年）で開催されたのに続き、今回で６回目の開催 

となりました。 

 今回の世界水フォーラムは、[1]12の優先課題と３つの成功条件ごとのテーマプロセス、[2]４ 

つの地域と２つの大陸横断的地域（地中海、アラブ）からなる地域プロセス、[3]閣僚や国会議員、 

地方自治体のそれぞれの代表が議論する政治プロセス、[4]草の根・市民参加プロセスの４種類の 

プロセスで構成されたほか、同会場では多数のサイドイベントや各国政府・国際機関や民間企業 

が出展するエキジビジョンが開催され、各国政府・企業・学識者・NGO・国際機関等、世界100ヶ 

国以上の国・地域からの参加者が来場しました。  

２．第６回世界水フォーラムにおける環境省の取組 

（１）閣僚プロセス「水と気候変動適応に関する高級円卓会議」  

日時：平成24年３月13日（火）8:30～12:30  

主催：ヨルダン水・灌漑省、メキシコ国家水会議、ポルトガル農業・海洋・環境省  

出席者：約10カ国からの閣僚を含めた各国政府関係者及び国際機関から計約50名  

環境省からの出席者：鷺坂水・大気環境局長  

結果概要：各国から次のような意見が述べられました。  

・今後気候変動適応策を主流化させるため、各国関係省庁間や国際、地域レベルにおける 

水に関するガバナンスの改善が重要。  

・気候変動に適応するためには水管理の改善が重要であり、民間セクターをそのような取 

組に参画させる ための適切な枠組みを構築する政策が必要。  

・気候変動が水資源に与える影響は多大かつ多様であり、その影響予測に不確実性を伴わ 

ざるを得ないが、それを理由に水関連セクターに関する適応策への投資を怠ってはならな 

い。  

 また、本会合の成果は国際連合枠組条約（UNFCCC）やリオ＋20などの既存のプロセス 

に、その進捗については次回第７回世界水フォーラムに報告されることとなりました。  

（２）WEPAサイドイベント「持続可能な未来に向けた水環境パートナーシップ」  

日時：平成24年３月14日（水）13:15～14:15  



主催：環境省、(財)地球環境戦略研究機関  

プログラム 

（議長：岡田光正 中央環境審議会水環境部会長）  

・開会挨拶（環境省水・大気環境局長 鷺坂 長美）  

・基調講演（中央環境審議会会長 鈴木 基之）  

・WEPA水環境管理アウトルックの発表（（財）地球環境戦略研究機関）  

・アジアにおける水環境改善への挑戦（ラオス天然資源環境省流域委員会事務局）  

・WEPAの活動への期待（ＵＮＥＳＣＯ国際水文プログラム（ＩＨＰ）水科学プログラム）  

結果概要： WEPAパートナー各国の水環境及びその管理に関する最新の基礎情報や、共通す 

る優先課題「生活排水対策」、「気候変動と水環境」に関する情報をまとめた「WEPA

水環境管理アウトルック（別紙概要版参照）」を発表しました。 

（ウェブサイト：http://www.wepa-db.net/からダウンロード可能） 

 同イベントでは、鈴木基之中央環境審議会会長からの基調講演に続いて、WEPAパートナー 

国や関連国際機関等からのアジアの水環境の現状と課題に関する発表を踏まえた意見交換 

を通じ、環境省及びWEPAのアジアを中心とした水環境保全の推進に関する取組への今後の 

コミットメントを表明しました。会場からは、アジアのみならず、このようなネットワー 

クが他地域に展開することに対する期待が表明されました。  

（３）テーマセッションへの参加  

 ターゲット3.1.3（栄養塩の流入と汚染の削減）に関するセッション内でのパネルディスカッ 

ションのパネラーの一人として鈴木中央環境審議会会長が、またターゲット1.2.7（国・地球レ 

ベルでの適切な排水処理施設の定期的なモニタリング）に関するセッションの基調講演者とし 

て岡田中央環境審議会水環境部会長が参加し、それぞれＷＥＰＡの活動の継続を通じた各ター 

ゲットへの貢献について発言しました。  

（４）水エキスポ「日本パビリオン」への出展  

 開催期間を通じて設置された「日本パビリオン」内にブースを出展し、ＷＥＰＡの活動状況 

や国内における水環境保全への取り組みに関するポスターの展示、環境省関連のパンフレット 

（水環境保全、気候変動適応、浄化槽の普及など）を配布しました。  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、若公、大山 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14997 

 

 

☆土壌汚染対策法関係  

＊平成22年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結 

果について 

 環境省では、毎年度、都道府県及び政令市を対象に、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）の施行 

状況等について調査を実施しています。今般、平成22年度に係る当該調査の結果について取りまとめま 

したので、公表します。  

１．調査目的 

http://www.wepa-db.net/


 本調査は、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号。以下「法」という。）第56条第１項に基づ 

き、法の施行状況並びに都道府県及び法第64条の政令で定める市が把握している土壌汚染事例を 

把握し、整理することにより、土壌汚染調査・対策の現状について公表するとともに、今後の土 

壌汚染対策の推進に資する資料として取りまとめることを目的としています。  

２．調査対象 

 全国の47都道府県及び108政令市を対象としました。平成22年４月１日から平成23年３月31日ま 

での間に、法第３条、第４条及び第５条に基づき土壌汚染状況調査を実施した事例について報告 

を求めました。  

３．結果概要 

 平成22年度において法に基づく調査結果が報告されたのは519件であり、前年度（299件）より 

増加しました。 

また、調査の結果、要措置区域に指定された件数は45件、形質変更時要届出区域に指定された件 

数は230件であり、区域に指定された件数は前年度（94件）より増加しました。  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 牧谷、根木、百瀬、小笠原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14999 

 

 

☆環境に優しい年構築モデル関係  

＊「川崎市－瀋陽市環境にやさしい都市構築モデル事業に関するワークショップ」の結 

果について 

 環境省では、2009年から川崎市及び中国・瀋陽市における循環経済静脈産業の発展を通じた環境にや 

さしい都市構築のモデル事業を推進しています。その一環として、３Ｒ政策やエコタウンの構築等に関 

し、日本と中国の関係者による情報共有及び意見交換を行う「環境にやさしい都市ワークショップ」を 

平成24年３月２１日(水)に瀋陽市において開催しました。  

 我が国から、環境省、在瀋陽日本国総領事館、川崎市、国立環境研究所、国際協力機構（JICA）、民 

間企業等、中国側より瀋陽市、瀋陽大学、中国科学院、民間企業等の関係者が出席し、日中両国及び川 

崎市・瀋陽市における３Ｒ・廃棄物処理に関する現状や政策動向についての情報共有及び活発な意見交 

換が行われ、本協力を一層推進していくことが合意されました。  

１．ワークショップ概要 

（１）日程 平成２４年３月２１日(水)   

（２）場所 瀋陽市：瀋陽黎明国際ホテル  

（３）主催 日本国環境省、川崎市、瀋陽市  

（４）出席 約１００名  

（５）主な参加者  

（日本側）環境省、在瀋陽日本国総領事館、川崎市、国立環境研究所、国際協力機構（JICA）、 

リサイクル関連企業 等  

（中国側）瀋陽市、瀋陽大学、中国科学院、リサイクル関連企業 等  

２ 内容 



・川崎市-瀋陽市協力の状況と成果の報告  

・日中両国における循環経済の発展、環境保全に向けた現在の状況や取組の紹介 等  

○日本側から  

・日本の循環型社会形成推進と静脈産業の発展について（環境省）  

・川崎・瀋陽の環境都市連携を通じて、世界最先進の工業生態圏区をめざして（国立環境研究所）  

・環境先進都市川崎の取組と瀋陽市との連携（川崎市）  

・JICA循環型経済プロジェクト（JICA）  

・日本の資源循環技術と中日連携ビジネス（日本企業）  

○中国側から  

・瀋陽市における環境産業発展の現状、企画及び連携ニーズ（瀋陽市環境保護局）  

・中日連携によるPETボトル分別回収実験と環境教育（瀋陽大学）  

・国家生態工業モデル園区の創建と新工業化の発展（瀋陽経済技術開発区）  

・瀋陽市における循環経済発展経路（中国科学院瀋陽応用生態研究所）  

・瀋陽市における資源循環ビジネス（中国企業）  

＜議論の結果＞ 

○瀋陽市における循環経済の発展をはじめとする環境保全産業の発展に向け、瀋陽市政府による 

制度・計画づくり、瀋陽市の経済技術開発区や企業等による資源循環産業、環境保全型産業の発 

展に向けた活動が急速に進展しつつあることが情報共有されました。  

○資源循環産業の発展においては、処理対象となる循環資源をいかに収集するかが重要であり、 

そのために制度・体制を整備するとともに、分別収集等を行うための教育の重要性が共有されま 

した。  

○資源循環を事業化する場合に、その採算性をどのように確保するかが重要であることは共通理 

解となっており、具体的にどのような形でこれを確保するのかが双方の関心事項であることが共 

有されました。  

○今後とも、日中両国の制度・政策の改善や静脈産業の発展に向け、本協力を一層推進していく 

ことで合意が得られました。 

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15001 

 

 

☆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結果について 

 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」が開催されました。  

 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した。  

※ 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、平成22年に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  

６．参加者数 58のIPSI参加団体より約90人が参加しました。  

７．会合の概要と成果 

〇総会 ３月13日（火）午前【非公開】  

・第1回定例会合後、これまでのIPSI運営委員会の活動報告（43団体のIPSI新会員の承認、12件の 

新たな協力活動の承認、IPSI戦略の素案の発表等）がありました。  

・これまでに承認された協力活動のうち、インクカートリッジ里帰りプロジェクトや、岩手県大 

槌町吉里吉里地区の暮らしの復興に関する映像等が紹介されました。  

・IPSI第3回定例会合については、生物多様性条約締約国第11回会合（インド・ハイデラバード） 

に合わせ開催する方向で、インド政府機関と調整を行っている旨、IPSI事務局から発表がありま 

した。  

〇公開フォーラム ３月13日（火）午後及び３月14日（水）  

・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より挨拶がありました。  

・武内和彦 国際連合大学副学長による基調講演（テーマ：SATOYAMAイニシアティブ～自然共生社 

会に向けた次のステップ（仮訳）～）が行われました。  

・基調講演に続き、下記の３つのテーマに関する分科会を中心として情報共有や意見交換、さら 

に分科会を通じて浮き彫りにされたニーズや課題を踏まえての行動計画とそれに関する協力活動 

の立案が行われました。  

（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 

の把握と推進  

（２）社会生態学的生産ランドスケープの回復に関する経験の共有  

（３）伝統的知識の向上と若い後継者の育成を通じた地域コミュニティの活性化  

・各分科会では、IPSI会員団体による発表に続き、今後の行動計画策定のための活発な意見交換 

が行われました。 

 日本の参加団体からは、旭化成株式会社と延岡市による木質バイオマス発電の取組、東北大学 

大学院生命科学研究科、CEPAジャパンとアースウォッチ・ジャパンによる東日本大震災からの復 

興に向けた「海と田んぼからのグリーン復興プロジェクト」、共存の森ネットワークによる伝統 

的知識の継承と後継者育成のツールとしての「聞き書き」の活動が紹介されました。  



・引き続き、IPSI会員により、今後の協力活動の実施に向けてフォローアップを行うことが決ま 

りました。  

８．その他 公開フォーラムの概要、発表資料等については、近日中に、以下のウェブサイトに掲載 

する予定です。  

 

担当者：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/press.php?serial=15003 

 

 

☆一般廃棄物及び処理状況関係  

＊一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成22年度）について 

 平成22年度における全国注1)の一般廃棄物（ごみ及びし尿）の排出及び処理状況等について調査し、 

その結果を取りまとめたので公表します。結果の概要は次のとおり。  

１．ごみの排出・処理状況 

（１）ごみ排出の状況：ごみ総排出量、１人１日当たりのごみ排出量ともに減少。  

・ごみ総排出量     4,536 万トン（前年度 4,625 万トン ）［1.9 % 減］  

・1人1日当たりのごみ排出量   976 グラム（前年度 994 グラム）［1.8 % 減］  

（２）ごみ処理の状況：最終処分量は前年比4.5％減少。リサイクル率は微増。  

・最終処分量     484 万トン（前年度  507 万トン） ［4.5 % 減］  

・減量処理率     98.5 ％  （前年度 98.4％）  

・直接埋立率     1.5 ％  （前年度 1.6％）  

・総資源化量     945 万トン（前年度 950万トン）  [0.5%減少]  

・リサイクル率    20.8 ％  （前年度 20.5％）  

２．ごみ焼却施設の状況：・ごみ焼却施設数は減少。 

・１施設当たりの処理能力は微増。  

・発電設備を有する施設は全体の25.1％。総発電能力は増加。  

（平成22年度末現在）  

・施設数          1,221 施設  （前年度 1,243 施設） ［1.8 % 減］  

・処理能力        185,372 トン/日（前年度 186,205 トン/日）  

・１施設当たりの処理能力   152 トン/日（前年度 150 トン/日 ）  

・余熱利用を行う施設数    792 施設  （前年度 800 施設）  

・発電設備を有する施設数   306 施設  （前年度 304 施設）  （全体の25.1％）  

・総発電能力        1,700 千kW  （前年度 1,673 千kW） ［ 1.6 % 増 ］  

３．最終処分場の状況： 

・残余容量は平成10年度以降12年間続けて減少、最終処分場の数は平成８年度以降、概ね減少傾向に 

あり、最終処分場の確保は引き続き厳しい状況。  

・最終処分量が減少していることから、残余年数は増加。  

・関東ブロック、中部ブロック等では、最終処分場の確保が十分にできず、域外に廃棄物が移動し、 

最終処分が広域化。  



（平成22年度末現在）  

・残余容量      1億1,446 万ｍ3（前年度  1億1,604 万ｍ3） ［1.4 % 減］  

・残余年数        19.3 年  （前年度  18.7 年）  

４．廃棄物処理事業経費の状況：ごみ処理事業経費は微増。 

・ごみ処理事業経費    18,390 億円 （前年度 18,256 億円）  

うち  

建設改良費      1,890 億円 （前年度 2,042 億円）  

処理・維持管理費  15,260 億円 （前年度 15,056 億円） 

 

担当：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、尾高、森  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15007 

 

 

☆生物多様性関係  

＊「農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評価マニュアル」の作成について 

 農林水産省は、環境保全型農業の生物多様性保全効果を科学的に評価するための手法を開発し、 

「農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評価マニュアル」として作成しました。本年2月に改定された 

農林水産省生物多様性戦略では、生物多様性をより重視した持続可能な農林水産業のさらなる推進を目指 

しています。 

本評価法を活用することで、環境保全型農業など生物多様性保全に効果のある農業が一層推進されることが 

期待されます。  

概要 

 農林水産省は、委託プロジェクト研究「農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発」（平成 

20～23年度）において、環境保全型農業等の効果的な推進に資するため、その取組効果を把握できる指 

標及び評価手法の開発を行い、評価手法のマニュアルを作成しました。マニュアルは、農業改良普及セ 

ンター職員や病害虫防除所職員など、節足動物などについて一定の専門知識をお持ちの方の他、環境保 

全型農業や農地の生物に関心のある方々に活用していただけるようわかりやすく書かれています。 

マニュアルの概要は以下のとおりです。 

1．本評価法は、指標となる生物（主に害虫の天敵となる昆虫類）の個体数を調査し、それを点数化する 

ことで環境保全型農業の取組効果を評価します。 

2．指標となる生物や点数化する際の基準となる個体数は、地域（北日本、関東、中部、近畿、中国・四 

国、九州）、作目（イネ、果樹・野菜）によって異なり、マニュアルには各地域の代表的な作目につ 

いての評価方法が示されています。 

3．マニュアルは二部構成で、「I 調査法・評価法」には、地域の指標生物の種類、調査法及び点数化の 

方法、「II 資料」には、指標生物の選抜方法やプロジェクトの概要及び指標生物の生物学的情報が記 

載されています。 

 マニュアルに関するご質問のある方やマニュアルをご希望の方は、独立行政法人農業環境技術研究所  

生物多様性研究領域までご連絡ください。なお、部数に限りがありますので、ご希望に添えない場合 

はご了承ください。 



 PDF版は独立行政法人 農業環境技術研究所のウエブサイト（「農業に有用な生物多様性の指標生物調

査・評価マニュアル」のページ）から取得できます。 

 

担当：農林水産技術会議事務局研究開発官（環境）室 西田、齋藤 

   独立行政法人農業環境技術研究所生物多様性研究領域 田中、安田 

詳しくは↓ 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/120327.htm 

 

 

☆ハワイ･クリーン・エネルギー関係  

＊沖縄ハワイ・クリーン・エネルギー協力第４回タスクフォース結果について 

 ２０１２年３月２３日、沖縄県、経済産業省、米連邦エネルギー省、ハワイ州は、沖縄県那覇市にお 

いて「日米クリーン・エネルギー技術協力」に基づき設置された、「クリーン・省エネルギー開発と展 

開に関するハワイ州・沖縄県のパートナーシップ」（以下ハワイ沖縄パートナーシップ）第４回タスク 

フォース会合を開催しました。タスクフォース会合では、ハワイ沖縄パートナーシップのもとで進めら 

れている既存プロジェクトについて進捗を報告し、将来的な協力の機会について議論をしました。 

外務省、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）、国務省、米国立再生可能エネルギー研 

究所（ＮＲＥＬ）も参加しました。 

 

担当：経済産業省通商政策局米州課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120328006/20120328006.html 

 

 

☆産業廃棄物処理施設関係  

＊産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況（平成21年度実 

績）について 

 環境省では、産業廃棄物行政を推進するための基礎資料を得るため、産業廃棄物処理施設の設置及び 

産業廃棄物処理業の許可等に関する状況、広域的処理認定業者による産業廃棄物の回収状況等並びに産 

業廃棄物の最終処分場の残存容量等を把握するための調査を実施しております。  

 今般、平成21年度実績を取りまとめましたので公表いたします。なお、詳細は別添のとおりです。  

１．産業廃棄物処理施設の設置状況（平成22年４月１日現在） 

・中間処理施設数 19,320（対前年 25減） 

・最終処分場数 2,157（対前年 42減） 

２．産業廃棄物処理業の許可の状況（平成22年４月１日現在） 

・産業廃棄物処理業 295,143件（対前年 10,184増） 

・特別管理産業廃棄物処理業 32,077件（対前年 1,131増） 

３．行政処分等の状況（平成21年度実績） 

（１）立入検査等 

http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/shihyo/index.html
http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/shihyo/index.html


・報告徴収の件数（法第18条） 13,777件（対前年 2,009減） 

・立入検査の件数（法第19条） 198,697件（対前年 371増） 

（２）行政処分 

・産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数（法第14条の３及び第14条の３の２） 

 1,162件（対前年 301増） 

・特別管理産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数（法第14条の６） 

 115件（対前年 45増） 

・産業廃棄物処理施設の設置許可取消し等の件数（法15条の２の６及び法第15条の３）  

 80件（対前年  5減） 

・改善命令の件数（法第19条の３） 47件（対前年  7減） 

・措置命令の件数（法第19条の５及び第19条の６） 28件（対前年 12増） 

４．広域的処理認定業者による産業廃棄物の回収等に関する状況（平成22年度実績） 

・広域的処理認定業者による産業廃棄物の回収量 501,750ｔ（対前年 27,845増） 

・再生利用認定業者による産業廃棄物の再生利用量 108,559ｔ（対前年 13,832増） 

・広域再生利用指定業者による産業廃棄物の回収量 284,394ｔ（対前年 20,026増） 

５．産業廃棄物の最終処分場の残存容量等について（平成22年４月１日現在） 

・最終処分場の残存容量 18,003万m3 （対前年 364万m3増） 

・最終処分場の残余年数 13.2年 （対前年   2.6年増） 

 

担当：環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 廣木、足立、和田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15014 

 

 

☆水質汚濁防止法関係  

＊「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について 

 第177回通常国会において成立した水質汚濁防止法の一部を改正する法律（平成23年法律第71号）の施 

行に伴い、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成24年６月1日から 

施行されることとなりましたので、お知らせいたします。  

１．改正の趣旨 

 地下水汚染の効果的な未然防止を図るための「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」（以下 

「改正法」という。）が平成23年６月22日に公布されたところですが、改正法の施行に伴い、環 

境省令で定めることとされた有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設（以下「有害物質 

使用特定施設等」という。）に係る構造、設備及び使用の方法に関する基準（以下「構造等に関 

する基準」という。）並びに定期点検の方法について規定するとともに、その他の必要な改正を 

行うものです。  

２．省令の概要 

２－１ 水質汚濁防止法施行規則（以下「施行規則」という。）の一部改正 

（１）有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準について  



 ・有害物質使用特定施設等の設置場所の床面及び周囲  

 ・有害物質使用特定施設等の施設本体に付帯する設備（配管等及び排水溝等）  

 ・有害物質使用特定施設等のうち地下貯蔵施設本体  

 ・有害物質使用特定施設等に係る作業及び運転（使用の方法）  

 について、基準を設定しています。  

 有害物質を含む水の地下への浸透を効果的に未然防止できるよう、改正法の施行後に新たに 

設置される施設（以下「新設の施設」という。）に係る構造等に関する基準に加え、改正法の 

施行の際に既に設置されている施設（設置の工事をしているものも含む。以下「既設の施設」 

という。）については、実施可能性にも配慮した基準を規定するとともに、既設の施設に対し 

ては、改正法の施行後３年間は構造等に関する基準の適用が猶予されることから、当該期間に 

関して必要な定期点検の方法を定めています。  

 具体的には、施行規則において次の３つの水準の措置を設けています。  

・新設の施設を対象とした措置 （第８条の２から第８条の７）  

・既設の施設を対象とした措置 （附則第３条から第６条）  

・既設の施設について改正法の施行の日から３年間に適用できる措置 （附則第８条）  

○新設の施設：改正法の施行の日以降、新設の施設を対象とした基準のみを適用  

○既設の施設：改正法の施行の日から３年を経過する日以降、新設の施設を対象とした基準 

又は既設の施設を対象とした基準のいずれかを適用  

（２）有害物質使用特定施設等に係る定期点検の方法について  

 有害物質使用特定施設等の設置者が行わなければならない定期点検の方法、その結果の記録 

及び保存について規定しています。  

 定期点検結果の記録は、点検した日から起算して３年間保存しなければならないこととし、 

具体的には、  

・点検を行った有害物質使用特定施設等  

・点検年月日  

・点検の方法及び結果  

・点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名  

・点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容を記録すること 

としています。（第９条の２の２、第９条の２の３）  

（３）改正後の水質汚濁防止法第５条第３項第６号の環境省令で定める事項について  

 有害物質使用特定施設等を設置しようとする者が届け出なければならない事項として、有害 

物質使用特定施設にあってはその施設において製造され、使用され、又は処理される有害物質 

に係る用水及び排水の系統、有害物質貯蔵指定施設にあってはその施設において貯蔵される有 

害物質に係る搬入及び搬出の系統を定めています。  

（４）有害物質貯蔵指定施設等に関する届出等について  

 改正後の水質汚濁防止法第５条から第７条、第10条及び第11条において、有害物質貯蔵指定 

施設が新たに位置づけられたことに伴い、施行規則第３条第４項、第６条及び第７条中に「第 

５条第３項」を追加し、有害物質貯蔵指定施設等について定められた様式によって届け出るこ 

と、受理書を交付すること、氏名の変更等を届け出ることを規定しています。 

また、様式についても、有害物質貯蔵指定施設等に対応するための必要な修正を行っています。  



（５）有害物質貯蔵指定事業場に対する地下水の水質の浄化に係る措置命令について  

 改正法により、新たに第14条の３として地下水の水質の浄化に係る措置命令等の対象に有害 

物質貯蔵指定事業場（有害物質貯蔵指定施設を設置する工場又は事業場）が追加されたことに 

伴い、施行規則第９条の３に「有害物質貯蔵指定事業場」を追加しています。  

２－２ 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部改正 

 改正法により、有害物質使用特定施設の設置等の届出に当たり「特定施設の設備」が追加さ 

れたことに伴い、瀬戸内海環境保全特別措置法第５条第１項の許可の申請等に当たり、有害物 

質使用特定施設に該当する場合の申請内容に「特定施設の設備」を追加しています。  

３．施行日 

平成24年６月１日（改正法の施行の日）  

４．別添資料 

・水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令（条文）  

・水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令（新旧対照条文）  

・様式新旧（水質汚濁防止法施行規則）  

・様式新旧（瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則）  

 

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=15020 

 

 

☆容器包装リサイクル法関係  

＊平成22年度容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集及び再商品化の実績に 

ついて 

 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（平成７年法律第112号。以下「容器 

包装リサイクル法」という。）に基づく市町村における平成22年度の分別収集及び再商品化の実績を取 

りまとめました。  

１．分別収集及び再商品化の対象となる容器包装廃棄物 

 市町村は、容器包装リサイクル法に基づき分別収集計画を定めることとなっている。 

分別収集計画の対象となる容器包装廃棄物は、以下の内から市町村が選択できる。  

[1]無色のガラス製容器  

[2]茶色のガラス製容器  

[3]その他の色のガラス製容器  

[4]ペットボトル  

[5]紙製容器包装（[9]及び[10]を除く。以下同じ。）  

[6]ペットボトル以外のプラスチック製容器包装  

[7]スチール製容器  

[8]アルミ製容器  

[9]飲料用紙製容器  

[10]段ボール製容器  



＊分別収集計画で対象とする場合、[1]～[6]は分別収集及び再商品化の対象とする必要がある。 

 [7]～[10]は、資源としての価値が高く市町村が料金を支払わずに再商品化事業者が引き取って 

くれるため、分別収集計画で再商品化について規定せずに、分別収集についてのみ規定する。  

２．実施状況 

（１）分別収集実績について  

 全市町村に対する分別収集実施市町村の割合は、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製 

容器、アルミ製容器、段ボール製容器が前年に引き続き９割を超えた。(図表１及び図表４)  

 また、昨年に比べてガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器、アルミ製容器、段ボー 

ル製容器は減少傾向、プラスチック製容器包装は増加傾向になった。分別収集量について紙製 

容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装、飲料用紙製容器、段ボール製容器は増加 

傾向にあるが、ガラス製容器、スチール製容器、アルミ製容器については減少傾向にある。(図 

表２)  

（２）再商品化実績について  

 市町村において分別収集されたものが再商品化計画に基づき再商品化事業者に引き取られた 

量（再商品化量）は、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装、段ボール製容 

器及び飲料用紙製容器で増加がみられた。  

 また、市町村の分別収集量に対する再商品化量の割合（再商品化率）は、スチール製容器、 

アルミ製容器、段ボール製容器、飲料用紙製容器が99％以上と高く、容器包装リサイクルの全 

体では96.3％となっている。(図表３及び参考１)  

≪ペットボトルの販売量と分別収集量の推移について≫  

 ペットボトルの販売量（指定ペットボトル販売量）は21年度が564千トン、22年度が595千 

トン（PETボトルリサイクル推進協議会調べ）である。この生産量に対する市町村分別収集量 

の比率（市町村回収率）は21年度が50.9%、22年度が49.9％で、前年度と比べて減少した。  

 また、PETボトルリサイクル推進協議会の調査によれば、平成22年度における事業者が回収 

した量(事業系)は約134千トンであり、これも含めた回収率は72.4%となる。(参考3)  

３．まとめ 

 平成22年度は、分別収集に取り組む市町村の全市町村に対する割合は、プラスチック製容器包 

装と飲料用紙製容器において増加がみられた。  

 容器包装リサイクル制度においては、平成18年６月に改正容器包装リサイクル法が成立・公布 

され、平成20年４月に質の高い分別収集を行った市町村に事業者が資金を拠出する仕組みが施行 

されたことをもって、完全施行されたところである。  

 市町村にあっては、改正容器包装リサイクル法の施行を踏まえ、分別収集計画に基づき計画的 

かつ質の高い分別収集の実施が求められているところであり、環境省としては、今後とも容器包 

装廃棄物の削減及び資源としての有効利用が一層促進されるよう、市町村への情報提供などの支 

援に努めることとしている。  

 

担当：環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 森下、八巻、西松  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15022 

 



 

☆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/ 

 


