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平成２２年度環境省概算要求の概要
１．従来の行政課題に対応する予算については、見直しを徹底し、平成２１年
度当初予算額以下とする。
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エネルギー特会：エネルギー対策特別会計
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エネルギー特会の平成２２年度概算要求額４２２億円は、一般会計の
繰入額（３９０億円）と剰余金等（３２億円）を加えた額である。

２ ． 別 紙 の 事 項 に つ い て は 、 マ ニ フ ェ ス ト や 鳩 山 総 理 演 説 を 踏 ま え 、 2020年 度
25％ 削 減 の 目 標 達 成 に 向 け た ｢チ ャ レ ン ジ ２ ５ プ ロ ジ ェ ク ト ｣と し て 、 環 境 省
の要望する地球温暖化対策税の創設の取扱いとあわせ、予算編成の過程にお
いて検討することを求めた。
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｢チャレンジ２５プロジェクト｣の検討について
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地球温暖化対策については、京都議定書の目標達成のための施策の
強化に加え、鳩山総理が国連総会で表明された「 2020 年までに 1990 年
比２５％削減」を実現するため、低炭素社会への経済社会の変革を図
る温室効果ガスの削減目標の達成のための施策や国際交渉をリードす
るための施策（鳩山イニシアティブ）を展開することが必要である。
以 下の 事 項に つい て は、 2020 年 度 25 ％削 減 の目 標達 成に 向 けた ｢チ
ャ レン ジ２ ５プ ロジェ クト ｣とし て、環 境省 の要 望す る地 球温 暖化対 策
税の創設の取扱いとあわせ、予算編成の過程において検討することを
求める。

１．エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業
２．中核市・特例市グリーンニューディール基金の創設
３．チャレンジ２５地域づくり事業
４．地球温暖化対策加速化支援無利子融資事業
５．温室効果ガス排出削減・吸収クレジット創出支援事業
６．環境適応車大量普及事業
７．太陽熱利用システム普及加速化事業
８．国内排出量取引制度本格導入準備事業
９．ロードプライシング制度に関する調査研究事業
１０．鳩山イニシアティブ推進事業

平成22年度環境省重点施策の概要

チャレンジ２５プロジェクト
・エコポイントを活用したグリーン家電普及促進
・グリーンニューディール基金創出やチャレンジ２５地域づくり支援による
地域の取組促進
・環境配慮型の設備投資等への無利子融資による企業の取組促進
・オフセット・クレジット創出支援による中小事業者の新たな削減方策の掘り起こし
・エコカーや太陽熱利用システムの普及促進
・国内排出量取引制度本格導入の準備
・ロードプライシング制度の研究
・鳩山イニシアティブ推進

企業・自治体等
が排出するCO2

資金
オフセット

木質バイオマス活用や
森林整備によるCO2
排出削減・吸収量

J‐VER

１．25％削減目標の達成と豊かな暮らしの実現に向けた社会の変革
１．２５％削減に向けた社会・経済の取組
○２５％削減に向けた道筋の提示と国民運動の推進
・中長期目標達成ロードマップ ・チャレンジ２５国民運動推進

○経済的手法等の仕組みの活用
・来年度からの地球温暖化対策税導入を含む税制グリーン化
・キャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取引制度導入

○再生可能エネルギーをはじめとする地球温暖化防止に向けた技術の開発・普及
○温暖化の現状や吸収源、適応に関する観測、研究、情報ネットワークの構築
２．国民とともに取り組む社会の変革
○「緑の消費」への変革、ＣＯ2見える化
・わかりやすく正確な情報提供の促進

○「緑の投資」への変革、企業の取組促進
・原料生産から廃棄まで視野に入れた企業経営の促進 ・環境金融促進

○人と環境に優しいまちづくり・地域づくり
○地域の既存施設の改善や事業における環境配慮の深化
○環境保全の取組を支える人づくり
○グリーンイノベーションを通じた経済発展に向けた調査研究
３．現地の環境管理能力を育て持続可能な開発を実現する戦略的な国際協力
○コベネフィット・アプローチの推進
○アジアの国々とともに進めるアジア全域の環境保全

２．生物多様性の保全と持続可能な利用による自然共生社会の実現に向けて
１．ＣＯＰ10の成果につながる施策の展開
○世界が注目するＣＯＰ10の開催
○ＣＯＰ10の成果を地球レベルで推進するための取組
・生物多様性日本基金（仮称）の創設 ・国際ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ推進

○国内における生物多様性施策の推進と世界への発信
○国民運動の推進による生物多様性の社会における主流化
２．生物多様性の恵みを実感できる国立公園等の実現
○自然公園法の改正を踏まえた国立公園等の保全

ＣＯＰ10
ロゴマーク

・グリーンワーカー事業 ・大型獣との共生推進

○魅力ある国立公園づくり
・地域住民と協働する管理運営体制の検討

○世界自然遺産の保全と新たな指定に向けた取組
３．人といきものが共生する自然保護管理等の実現
○人と鳥獣の共生に向けた自然保護管理
○都市における自然の保全と動物愛護管理の推進

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（Ｃ
ＯＰ10）開催

３．循環型社会づくりに向けて
１．循環産業の育成等を通じた３Ｒの戦略的高度化
○リユースビジネスの活性化などによるリデュース・リユース・リサイクルの推進
○循環産業の育成（優良事業者育成）
○電子機器、容器包装等の個別リサイクルシステムの強化
２．地域循環圏の形成やアジアにおける適切な循環の確保
→
○広域の地域循環圏形成に向けた取組促進
○各国の循環型社会づくりの取組支援、アジアにおける廃棄物の不法輸出入防止
３．安全・安心な廃棄物処理・リサイクルの推進
・不法投棄対策 ・ＰＣＢ処理

４．安全・安心な社会づくりに向けた環境保全の取組
１．新しい課題を踏まえた国民の安全・安心の基盤となる環境管理
○越境汚染の視野に入れた国内・国際一体的な公害対策の推進
○水生生物保全や恵み豊かな湖沼・海域環境に着目した水環境保全
○単独処理浄化槽の転換など浄化槽の更なる整備の推進
○漂流漂着ゴミ対策の推進
○土壌環境対策等の強化
２．「子どもの健康と環境」を始めとした化学物質対策
○「子どもの健康と環境」等リスクが高い懸念のある課題への対応
○すべての化学物質を視野に入れた安全性評価と管理
３．水俣病を始めとする公害健康被害者対策等
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〜持続可能で豊かな社会への変革〜
＜はじめに＞
現在、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）が「地球温暖化は疑う余地がない」と断
定しているように、地球温暖化問題については待ったなしの状況にあります。
このような状況を踏まえ、鳩山総理大臣は、本年９月の国連総会の場において、温室効
果ガスの削減に関する中期目標についても、温暖化を止めるために科学が要請する水準に
基づくものとして、「1990 年比で言えば 2020 年までに 25％削減をめざします。」と発言し
ました。これから 10 年でこの目標を達成するためには、平成 22 年度からあらゆる政策を
総動員していく必要があります。
また、来年 10 月には生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）が愛知県名古屋市
で開催されます。生物多様性の危機が叫ばれる中、世界的にも注目されているこの会議を
契機に、生物多様性を守る取組を国内外で強化していく必要があります。我が国には議長
国としてＣＯＰ10 の成功に向けて積極的な取組が求められます。
さらに、世界の人口が大幅に増加することや途上国の経済発展、社会の変化等により、
資源枯渇が生じる懸念があること、様々な化学物質がより身近に使われる中で、リスクを
未然に抑えていくことなど様々な課題があります。
一方、世界同時不況から脱するための取組は、まさにこれから正念場を迎えます。この
ため、新たな持続的な需要と雇用を確保することが求められています。これに対し、環境
関連の事業は、国の内外で短期的にも長期的にも潜在的な需要が見込まれる持続的な成長
分野と言えます。逆に、今、取り組まなければ、将来莫大な対策費用が必要になります。
このような状況を踏まえ、今こそ、思い切った環境政策を行うことで、経済発展を牽引
し、雇用を創出する必要があります。さらには、このような政策を通じて、社会の在り方
全体を未来に向けて持続的に向上・発展するものに変えていかなければなりません。
そのためには、産業界は言うに及ばず、すべての国民の皆様と力を合わせていくことが
不可欠です。
「地球と日本の環境」を守り、未来に引き継いでいくための行動を「チャレン
ジ 25」と名付けて推進することをはじめ、すべての主体の力を結集するために積極的な取
組を進めます。
さらに、命と暮らしを守る観点から、子どもや公害健康被害者など弱い立場の方をはじ
めとした国民が守られる、安全・安心な社会をつくる取組を強化する必要があります。
平成 22 年度においては、このような考え方の下、
「25％削減目標の達成と豊かな暮らし
の実現に向けた社会の変革」
「生物多様性の保全と持続可能な利用による自然共生社会の実
現に向けて」「循環型社会づくりに向けて」
「安全・安心な社会づくりに向けた環境保全の
取組」により、持続可能で豊かな社会への変革に向けた本格的な第一歩を踏み出すための
施策を積極的に実行していきます。
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一

２５％削減目標の達成と豊かな暮らしの実現に向けた社会の変革

我が国は、科学の警告を受け止め、地球温暖化防止という人類共通の課題に取り組むた
めの国際枠組みづくりに向け、温室効果ガス排出量を 2020 年までに 1990 年比２５％削減
するという目標を示した。この目標に向けた取組は、我が国の持つ技術開発のポテンシャ
ルを活かした新たな産業を生み出し、将来に向けて、化石燃料への依存から脱し、持続的
な経済成長と雇用の確保につながるものである。そして、このような取組は、資源を循環
して使用し、良好な自然環境を保つ側面も含めたあるべき姿を見据えた経済・社会のあり
方全体に及ぶ変革につながっていく。より多くの人や企業、団体等が、自然に取組に参加
できるような基盤づくりをはじめ、あらゆる政策を総動員して社会の変革を進める。
１．２５％削減に向けた社会・経済の取組
国際枠組みづくりを進めつつ、2020 年までに 25％削減するという目標を確実に達成
するための取組を進める。長期的には、世界全体の平均気温の上昇が２℃を越えないよ
うにすべきとする科学的知見に基づき、2050 年に 60％を超える削減も視野に入れた取
組も進める必要がある。また、平成 22 年度(2010 年度)は、京都議定書の第一約束期間
の中間年に当たる。環境先進国としての日本の位置づけを高めるためにも、６％削減約
束を確実に達成することを示していく。
(1)２５％削減に向けた道筋の提示と国民運動の推進
地球温暖化対策の現状を正確に把握し、その情報に基づき、25％削減目標やさら
には長期の目標の達成に向け、今後の対策を予測・評価し、施策導入の道筋を示す。
そして、そのような道筋を踏まえ、すべての国民の皆様と力を合わせて「地球と
日本の環境」を守り、未来に引き継いでいくための「チャレンジ２５」を推進する
国民運動を展開する。
※（

）内は平成 21 年度当初予算額。以下同じ。

【主な予算措置】

百万円

・低炭素社会づくりのための中・長期目標達成ロードマップ策定費

203(

150)

(2)税制のグリーン化や国内排出量取引制度等、経済的手法等の仕組みの活用
より多くの主体に温室効果ガスの排出削減を行ってもらうために、排出削減が評
価され、経済活動に組み込まれるように市場を変革する。
このため、来年度からの地球温暖化対策税の導入を含む税制のグリーン化や、キ
ャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取引制度の導入を進める。また、
カーボン・オフセット制度、環境に配慮した消費活動にインセンティブを付与する
制度など、経済的手法の活用をさらに進めていく。

1

【主な予算措置】

百万円

・国内排出量取引推進事業

2,500( 2,500)

・カーボン・オフセット推進事業

200(

146)

・環境政策における地球温暖化対策税を含む税制のグリーン化検討経費
29(

17)

(3)再生可能エネルギーをはじめとする地球温暖化防止に向けた技術の開発・普及
我が国の環境技術の強みを活かし将来にわたって国際競争力を保つためにも、再
生可能エネルギーや、電気自動車等の大量導入に向けた実証研究をはじめとした環
境技術の研究開発を進め、グリーン・イノベーションを推進する。また、小水力や
温泉、バイオ燃料など地域の資源や市民の取組も活かしながら、再生可能エネルギ
ーの積極的な活用を図る。
【主な予算措置】

百万円

・地球温暖化対策技術開発等事業

5,071( 3,805)

・(新)再生可能エネルギー二酸化炭素削減効果検証費
・エコ燃料実用化地域システム実証事業費
・(新)温泉施設における温暖化対策事業

30(

0)

2,800( 1,710)
50(

0)

・(新)洋上風力発電実証事業

100(

0)

・(新)市民参画型小水力発電推進事業

400(

0)

52(

0)

・(新)国際再生可能エネルギー機関分担金
(4)地球温暖化防止に向けた地球規模の研究ネットワークの構築

地球温暖化防止に向けた地球規模の情報ネットワークの構築及び維持、特にアジ
ア太平洋地域において、森林減少・劣化の防止のための研究・観測能力向上の支援、
適応に関する情報交換ハブセンターの設立・運営の支援等を通じての研究・観測・
情報共有体制の強化に貢献する。
【主な予算措置】

百万円

・気候変動影響モニタリング・評価ネットワーク構築等経費

336(

237)

・地球環境に関するアジア太平洋地域共同研究・観測事業拠出金

215(

134)
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２．国民とともに取り組む社会の変革
環境保全の面からも、経済や雇用、暮らしの豊かさの面からも、将来世代に向けて持
続可能な社会を作り上げる必要がある。そのためにも、環境の価値が評価され、環境に
配慮した消費や投資が可能になる適正な市場づくりをはじめ、社会の在り方全体の変革
を、より多くの国民の参加を得ながら進める。
(1)「緑の消費」への変革
省エネ家電、省エネ住宅、エコカーといういわゆる新三種の神器の普及をはじめ、
環境に配慮した消費活動を促進する。このため、環境に配慮した消費活動にメリッ
トが生じるような施策を進めるとともに、メーカー等によるわかりやすく正確な情
報の提供やフロン等対策を促進する。
【主な予算措置】

百万円

・エコポイント等ＣＯ２削減のための環境行動促進事業

750(

370)

・温室効果ガス排出量見える化及び排出抑制等指針策定事業

200(

160)

86(

0)

141(

113)

・(新)家庭部門における二酸化炭素排出構造詳細把握業務
・フロン等対策推進調査費
(2)「緑の投資」への変革

原材料の生産段階から消費や廃棄等の段階まで環境に配慮して企業活動を行うこ
とを促進する。このため、原料調達から産出製品の使用や廃棄までを含め、事業活
動に関わる環境影響や環境配慮に関するわかりやすく正確な情報提供を促進する。
そして、環境保全に役立つ設備に投資するなど、環境に配慮した事業活動を適切な
情報を開示しつつ行うことを助けるような金融の働きを促進する。
【主な予算措置】

百万円

・(新)サプライチェーンにおける排出量算定事業費

31(

0)

・環境金融普及促進事業

196(

22)

・環境配慮型経営促進事業に係る利子補給事業

350(

236)

(3)人と環境に優しいまちづくり・地域づくり
社会的なインフラ整備や地域の自立的な環境保全事業の確立には時間がかかり、
その影響も長期にわたることから、中長期的視点を持って、環境保全型のまちづく
り・地域づくりを進める。その際、地域の資源や人材等の特性を活かした地域独自
の取組を促進する。
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【主な予算措置】

百万円

・(新)地方公共団体実行計画実施推進事業費

117(

0)

(4)地域の既存施設の改善や事業における環境配慮の深化
既存火力発電所を、同じ場所でより効率の良い設備に置き換える際の環境影響評
価を迅速化することや廃棄物施設の改良など、既存の施設についてより環境負荷の
少ないものにする取組を促進する。併せて、各種事業における環境配慮を深化する
ため、環境影響評価制度等の点検・見直し、環境影響評価に関するデータベースや
審査体制の充実を進める。
【主な予算措置】

百万円

・(新)火力発電所リプレイス促進モデル事業等

69(

0)

・廃棄物処理施設の基幹的設備改良支援（循環型社会形成推進交付金の内数）
(5)環境保全の取組を支える人づくり
環境に配慮した持続可能な社会をつくる基盤は人であることは言うまでもない。
環境教育をはじめとした地域的、全国的な社会変革を支える人づくりや人材活用の
取組を進める。
【主な予算措置】

百万円

・国連持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の 10 年促進事業

176(

155)

(6)グリーンイノベーションを通じた経済発展に向けた調査研究
環境が経済を牽引することが求められる中、環境保全の取組を経済発展の阻害要
因と捉えるのでなく、どのようにすれば環境と経済がともに向上・発展するかとい
う観点から分析・研究を進め、持続可能な社会を構築する基礎を確立する。
また、持続可能な社会を実現するためには、例えば、ナノテクノロジーを活用し
た環境技術や製品のライフサイクルを通じた環境リスクを低減するための手法など、
様々な技術の開発が必要である。そして、そのような技術の進歩が環境産業の成長
などを通じた経済的な発展にもつながる。それぞれの研究の進捗段階や活用場面等
を踏まえつつ、研究開発や普及に取り組んでいく。
【主な予算措置】

百万円

・世界に貢献する環境経済の政策研究
・環境研究総合推進費

400(

400)

5,420( 5,115）

（※環境研究・技術開発推進費と地球環境研究総合推進費を統合）
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３．現地の環境管理能力を育て持続可能な開発を実現する戦略的な国際協力
東アジア諸国やＡＳＥＡＮ諸国をはじめとしたアジア地域等における経済発展に伴い、
環境汚染物質の排出等、環境負荷の増加が当該地域の社会に深刻な影響を与える一方、
越境して我が国の大気・海洋環境に影響を及ぼしている。さらに、温室効果ガスの排出
増大が地球温暖化の重要な原因となっている。
このような課題を克服し、アジア、そして世界各国において環境と経済がともに向
上・発展するような経済・社会をつくるための取組への支援を、日本の得意とする分野
を中心に戦略的に進める。
(1)コベネフィット･アプローチの推進
喫緊の課題である環境汚染対策と地球温暖化対策を同時に達成するコベネフィッ
ト・アプローチをアジア諸国に広げていく。具体的な支援とともに、アジア各国に
おいて情報を共有し、協力を進められるようなフォーラムを形成する。
【主な予算措置】

百万円

・(新)アジア・コベネフィット・フォーラム構築事業

106(

0)

・京都メカニズムを利用した途上国等における公害対策等と温暖化対策のコベネ
フィット実現支援等事業

1,668( 1,284)

(2)アジアの国々とともに進めるアジア全域の環境保全
我が国における過去の公害克服の経験を活かし、低公害・低炭素化に配慮した都
市開発、大気・水環境の改善及び自然環境の保全などに関する国際協力を進める。
その際には、技術協力のみならず、人材育成や制度輸出を含め、統合的かつ継続的
な協力で現地の環境力を高める取組に力を入れる。
【主な予算措置】

百万円

・(新)国連大学拠出金（コベネフィット型都市開発情報整備費）

100(

0)

・(新)中国における大気汚染対策協力事業

19(

0)

・クリーンアジア・イニシアティブ推進費

167(

171)
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二

生物多様性の保全と持続可能な利用による自然共生社会の実現に向けて

来年 10 月に愛知県名古屋市において生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）が開催
されることを踏まえ、地球レベルの自然共生社会の実現に向けて、2010 年以降の目標や目
標達成のための国際的な基盤づくりに貢献する。また、これを機に、我が国において、多
くの国民や企業が参加して、国内外の生物多様性を守り、賢く利用する基盤づくりを推し
進める。
１．ＣＯＰ１０の成果につながる施策の展開
COP10 において、世界の生物多様性が賢明に利用されつつ、しっかりと守られるため
の基盤が強化され、地球レベルの自然共生社会の実現に向けた成果が得られるように、
議長国として貢献していく。
(1)世界が注目するＣＯＰ１０の開催
議長国として会議を開催し、交渉を円滑に進めることで、今後の生物多様性につ
いてしっかりとした議論が行われ、それが実効性のある取組につながるよう最大限
の努力を行う。
【主な予算措置】

百万円

・(新)生物多様性条約第１０回締約国会議及びカルタヘナ議定書第５回締約国会
議関係経費

1,443(

0)

(2)ＣＯＰ１０の成果を地球レベルで推進するための取組
2010 年以降の生物多様性目標の設定とその目標の達成に向けた取組の基盤をつ
くるなど、主要議題の前進に貢献する。このため、生物多様性日本基金（仮称）を
創設し、地球規模の生物多様性に関する科学的基盤の強化や途上国の取組支援を推
進する。さらに、国際 SATOYAMA イニシアティブ構想などの推進により、生物多様
性の保全と持続可能な利用による自然共生社会の実現に向けた世界的な流れを加速
する。
【主な予算措置】

百万円

・(新）生物多様性日本基金（仮称）の創設

1,000(

0)

・地球規模生物多様性モニタリング推進事業関係経費

751(

403)

・国連大学拠出金(国際 SATOYAMA ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ構想推進事業)

150(

110)
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(3)国内における生物多様性施策の推進と世界への発信
COP10 の議長国として、世界に誇るべき我が国の生物多様性の保全と持続可能な
利用に関する取組を着実に進め、その成果を国際的に発信する。
【主な予算措置】

百万円

・自然環境保全基礎調査費

400(

250)

・(新)野生動植物資源管理・利用ネットワーク事業

160(

0)

・海洋生物多様性情報整備及び保全戦略策定事業費

50(

18)

・海域の国立・国定公園保全管理強化事業費

135(

6)

・特定外来生物防除等推進事業

349(

327)

(4)生物多様性の社会における主流化
COP10 及び国際生物多様性年を契機に、生物多様性に対する国民の理解と関心を
深め、多様な主体による行動を促し、国民運動を推進する。
【主な予算措置】

百万円

・(新)国際生物多様性年関連経費

314(

0)

・(新)生物多様性国民運動関連事業費

115(

0)

98(

0)

245(

130)

・(新)COP10/MOP5 開催に伴う希少種保全施策検討事業
・地域生物多様性保全活動支援事業
２．生物多様性の恵みを実感できる国立公園等の実現

自然公園法等の改正を踏まえ、国民の協力を得ながら、生物多様性を適正に管理し、
その恵みを実感できる国立公園等を実現する。
(1)自然公園法の改正を踏まえた国立公園等の保全
自然公園法の改正を踏まえ、シカの食害等を受けた生態系の維持・回復を図る事
業等国立公園等の保全を進める。
【主な予算措置】

百万円

・国立公園等民間活用特定自然環境保全活動（ｸﾞﾘｰﾝﾜｰｶｰ）事業費

400(

270)

・国立公園内生物多様性保全対策費

83(

55)

・国立公園等における大型獣との共生推進費

73(

51)

(2)魅力ある国立公園づくり
エコツーリズムの推進や利用計画の見直し等により、自然とのふれあいを進める
とともに、地域の関係者が協働する管理運営体制の検討を行う。さらに、宮内庁か
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ら環境省に移管された旧那須御用邸用地「那須の森（仮称）」等において、必要な
保全・整備を行うなど、生物多様性の恵みを実感できる国立公園づくりを進める。
【主な予算措置】

百万円

・(新)国立公園等における協働型管理運営推進事業
・自然公園等事業費（公共）

60(

0)

10,717(11,048)

(3)世界自然遺産の保全と新たな指定に向けた取組
人類の遺産である世界自然遺産の登録推進に向けた管理手法の開発や地域住民と
の協力を推進する。また、既登録地域においても、管理の充実などの取組を進める。
さらに、それ以外の原生的な自然環境においても必要な危機対応を行う。
【主な予算措置】

百万円

・遺産地域等貴重な自然環境保全推進費

111(

79)

・(新)原生的な自然環境の危機対策事業

15(

0)

３．人といきものが共生する自然保護管理等の実現
人といきものがそれぞれの領域を守りながら適切に共生できるような自然保護管理等
を実現する。
(1)人と鳥獣の共生に向けた自然保護管理
鳥獣保護管理に係る人材育成や環境学習・保全調査の拠点づくり、さらには鳥イ
ンフルエンザ関連の情報収集等、人と鳥獣の共生に向けた保護管理を進める。
【主な予算措置】

百万円

・鳥獣保護管理に係る人材育成事業
・国指定鳥獣保護区における環境学習・保全調査拠点整備

48(

40)

190(

8)

(2)都市における自然の保全と動物愛護管理の推進
都心における貴重な緑・水辺である皇居外苑濠の水環境の改善に取り組む。また、
マイクロチップの普及や平成２１年に施行されたペットフード安全法の一層の普及
啓発など、動物愛護管理の推進、強化を図る。
【主な予算措置】

百万円

・(新)皇居外苑濠水環境改善事業（自然公園等事業費（公共）の内数）
・動物愛護管理推進費

198(
8

183)

三

循環型社会づくりに向けて

循環型社会に向けた社会の変革を進める。３Ｒを推進し、社会全体の資源効率性を高め
ることは社会全体の温室効果ガス排出抑制にも結びつく。そして、意欲と能力のある事業
者を育て、地域コミュニティの力を活かすことは、経済発展と雇用の確保に結びつくこと
になる。また、アジアとの連携強化や、安全・安心を確保する取組を進める。
１．循環産業の育成等を通じた３Ｒの戦略的高度化
資源を有効に使い、環境負荷を減らしながら豊かな社会を築くためには循環資源全体
の再生利用率の大幅な向上が求められる。そのために、リデュース、リユース、リサイ
クルの３Ｒ全体を高度化するとともに、その担い手の育成を図る。
(1)３Ｒの戦略的高度化に向けた取組
３Ｒの高度化に向けて、事業連携などのための取組を支援する。特に、一層のリ
ユース・リデュースを推進する。そのため、リユースビジネスの一層の活性化・透
明化や食品廃棄物の発生抑制等に取り組む。
【主な予算措置】

百万円

・廃棄物処理・リサイクル事業連携促進３Ｒ高度化事業

80(

38)

・使用済製品等の総合的なリユース促進事業費

53(

5)

(2)循環産業の育成
３Ｒを高度化し、資源循環や廃棄に伴う温室効果ガス排出削減に取り組むような
意欲と能力のある事業者の取組を支援する。
【主な予算措置】

百万円

・(新)産業廃棄物処理業経営基盤安定化・振興対策検討費

51(

0)

(3)個別リサイクルシステムの強化
自動車リサイクル制度の点検と改善、レアメタルリサイクルの在り方の検討、容
器包装リサイクルの高度化や使用済家電の処理の適正化等個別制度の高度化などを
進める。
【主な予算措置】

百万円

・使用済電気電子機器の有害物質適正処理及びレアメタルリサイクル推進事業費
・(新)自動車リサイクル推進事業費
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100(

100)

10(

0)

２．地域循環圏の形成やアジアにおける適切な循環の確保
地域における循環型社会づくりを総合的に推進する。このための施設整備や地域での
様々な先進的な取組を支援する。
一方、現在では、様々な循環資源がアジア各国間で行き交っている。アジア諸国と協
力しつつ、アジア全体の資源循環が適切かつ安定的なものとなるよう取り組んでいく。
(1)循環型社会形成に向けた国内での取組促進
廃棄物処理施設・リサイクル施設の整備を推進するとともに、効果的、効率的な
地域循環圏を形成する取組を支援する。また、経済的インセンティブを活用した３
Ｒ促進のための調査検討や、高効率ごみ発電等の導入促進など、低炭素社会の構築
にも貢献する循環型社会づくりを進める。
【主な予算措置】

百万円

・循環型社会推進等経費

200(

・循環型社会形成推進交付金（公共）（浄化槽分を除く）

200)

34,841(38,928)

(2)アジア大の３Ｒの促進
アジア全体の資源循環が適切かつ安定的なものとなるように、アジア諸国と協力
しつつ、不適正な輸出入の防止や各国での循環型社会構築に向けた取組等を進めて
いく。また、し尿処理技術の国際的な普及を図っていく。
【主な予算措置】

百万円

・廃棄物等の越境移動に係る国際的環境問題対策費

77(

77)

・(新)国連廃棄物リサイクル会議開催経費

40(

0)

３．安全・安心な廃棄物処理・リサイクルの推進
産業廃棄物の不適正処理をなくしていくため、廃棄物処理の適正化・合理化を進めて
いく。また、PCB をはじめ、過去の負の遺産の処理や不法投棄対策等を引き続き進め
る。
【主な予算措置】

百万円

・産業廃棄物行政情報システム構築事業費

52(

16)

・(新)移動式廃棄物処理施設に係る基準設定検討事業

21(

0)

101(

16)

・(新)処理困難なＰＣＢ廃棄物の適正処理モデル事業

50(

0)

・(新)海中ごみ等の陸上における処理システムの検討

18(

0)

・衛星画像を使った不法投棄等の未然防止等対策
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四

安全・安心な社会づくりに向けた環境保全の取組

国民の安全と安心を確保することは政府としての基本的な役割である。特に、アジアの
経済発展に伴い、国内・国際の環境問題が一体化しつつあることを踏まえた取組が重要に
なってきている。また、子供の健康と環境の関係の調査といった未来の世代への責任や水
俣病をはじめとした我々が今果たさなければならない責任をしっかりと果たしていく。
１．新しい課題を踏まえた国民の安全・安心の基盤となる環境管理
水や大気、土壌といった我々を取り巻く環境を保全し、国民の安全・安心を保つこと
は環境省の基本的な役割である。特に、新たな課題である微小粒子状物質（PM2.5）や
漸増傾向にある光化学オキシダントをはじめ、海岸漂着物などの課題は、我が国だけで
なく、アジア全体の環境問題を一体的に捉えて取り組まなければ解決しない。また、長
期間の経済活動や生活の中で蓄積してきた湖沼及び内湾の底層の貧酸素化、土壌汚染な
どの課題や、技術の進歩に伴う課題の克服や新たな技術の活用などに取り組んでいく。
（1） 越境汚染も視野に入れた国内・国際一体的な公害対策の推進
PM2.5 や光化学オキシダント、有害大気汚染物質、ＮＯＸ・ＰＭ等の課題に関し、
我が国内外における原因究明と対策の検討に取り組む。
また、近年の環境問題の多様化等を背景とした公害防止対策を取り巻く状況の構
造的な変化を踏まえ、基準の遵守の確認等効果的な公害防止の取組促進方策の在り
方について制度面の検討を行い、対策を推進する。
さらに、国連における研究に参画し、自動車排出ガス・騒音基準の国際調和等を
図る。
【主な予算措置】

百万円

・微小粒子状物質（ＰＭ２．５）総合対策費

200(

121)

・有害大気汚染物質等対策推進費

273(

273)

・総量削減計画改訂調査

49(

30)

・自動車環境性能評価法国際標準化等推進費

50(

26)

（2） 多様な評価手法等を通じた新たな水環境保全施策等の展開
世界的にも水資源の有限性が強く認識される中、我が国においても、気候変動の
影響等にも対処しつつ、質、量ともに健全な水環境を保全することが大きな課題と
なっている。そのような課題を踏まえつつ、水生生物保全に着目した環境基準項目
の追加や、国民が実感できる環境保全上の目標づくりを行う。また、多様な化学物
質に対応するリスク管理のあり方等を検討する。さらに恵み豊かな湖沼・海域環境
の形成に向けて、里海の保全など水域と陸域を一体ととらえ地域の特性を踏まえた
取組を推進する。
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【主な予算措置】

百万円

・水生生物保全に係る環境基準策定費

78(

41)

150(

0)

・(新)湖沼水質保全施策枠組み再構築事業

17(

0)

・(新)海域の物質循環健全化計画策定事業

68(

0)

・(新) 底層ＤＯ等を用いた水質環境評価事業

（3） 単独処理浄化槽の転換など浄化槽の更なる整備の推進
費用対効果の高い汚水処理施設である浄化槽の整備を一層促進するため、単独処
理浄化槽集中転換事業などに対する支援（助成率１／２）を充実するとともに、地
球温暖化対策に資する低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業を実施（助成率１／
２）する。また、市町村による浄化槽整備区域の積極的な設定を支援する。
【主な予算措置】

百万円

・(新)浄化槽整備区域設定支援事業費
・循環型社会形成推進交付金（公共）（浄化槽分）

30(

0)

12,838(14,344)

（4） 漂流漂着ゴミ対策の強化
海岸漂着物処理推進法の制定を踏まえ、漂流・漂着物等に係る対策を推進する。
【主な予算措置】

百万円

・(新)海岸漂着物処理推進経費
・漂流・漂着ゴミに係る削減方策調査費

20(

0)

256(

196)

（5） 土壌環境対策等の強化
改正土壌汚染対策法に基づく措置を確実かつ円滑に実施する。微生物による土壌
浄化技術の利用促進、地下水汚染の未然防止策の検討等を行う。また、農薬の大気
経由による健康影響の評価を行う。
【主な予算措置】

百万円

・(新)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の技術的能力確保・向上業務
77(

0)

・(新)微生物によるバイオレメディエーションの普及促進に係る技術指針策定費
・(新)農薬の大気経由による影響評価事業
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20(

0)

154(

0)

２．「子どもの健康と環境」を始めとした化学物質対策
少子化対策や国民の安全・安心の観点からも、子どもの健康と環境に着目した対策を
積極的に進めるとともに、新技術に伴うリスク対策を検討する。また、2020 年までに
化学物質の生産、使用に伴う人の健康及び環境への影響を最小化するという世界共通の
目標の達成に向けて、化学物質管理体制を強化する。このため、化審法改正を受けて、
すべての化学物質を視野に入れた安全性評価、管理等をさらに進める。さらに、先進各
国やアジア諸国との連携・協調を通じて、国際的な化学物質管理の取組を進める。
(1) 「子どもの健康と環境」等リスクが高い懸念のある課題への対応
Ｇ８環境大臣会合における合意も踏まえ、子どもの健康に対して環境が与える影
響に関して、米国、韓国等と協力しながら調査を行う。また、安全性への懸念が指
摘されているナノ材料等新たな技術について、環境影響を未然に防止するための取
組を進める。
【主な予算措置】

百万円

・子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）
・(新)ナノ材料の環境影響未然防止方策検討事業

3,403(

193)

30(

0)

(2) すべての化学物質を視野に入れた安全性評価と管理
2020 年までに化学物質の生産、使用に伴う人の健康及び環境への影響を最小化
するという世界共通の目標の達成に向け、化学物質管理体制を強化するため、すべ
ての化学物質を視野に入れて、それぞれの必要性、優先度に応じて必要な安全性評
価を行い、管理する等の対策を進めていく。また、水銀条約等新たな枠組みの構築
も含め、国際的な化学物質管理に取り組む。
【主な予算措置】

百万円

・既存化学物質等安全性点検・評価事業

273(

267)

・POPs（残留性有機汚染物質）監視事業費

229(

148)

56(

0)

・(新)水銀規制に関する条約制定対応
３．水俣病を始めとする公害健康被害者対策等

水俣病被害者救済特別措置法等に基づく健康被害対策等の公害健康被害対策、石綿健
康被害の救済と実態把握の推進、毒ガス弾等対策、局地的大気汚染の健康影響の調査等
を着実に進める。
【主な予算措置】

百万円

・水俣病総合対策関係経費等

11,471(11,471)
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・茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急
措置事業費

110(

110)

・有機ヒ素化合物の汚染源周辺地域における高濃度汚染対策

284(

241)

・一般環境経由による石綿ばく露の健康リスク評価に関する調査

265(

94)

85(

41)

・石綿関連疾患に係る医学的所見の解析調査・還元等事業
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