
 平成26年版 
  

 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 
の概要について 

1 

環 境 省 

 



 
 
 
 
 

 
 

環境白書 
（循環型社会白書、生物多
様性白書の内容を含む） 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

第 
１ 
部 
 
 
 

 

第 
２ 
部 

 

生物多様性白書 

 平成25年度 環境の状況や講じた施策 など 

「我が国が歩むグリーン経済の道」を主題に、環境に関す
る最新の動向・政策を記述 

環境白書 
地球温暖化対策、分野横断的施策等について記述                 

循環型社会白書 

２分野の新たな動きを記述 

平成26年度 環境の保全に関して講じる施策 など 

平成26年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 

2 

第１章 地球環境の現状と持続可能な社会の構築に向けて 
地球温暖化対策や生物多様性の保全、廃棄物対策・資源の循環利用、環境教
育の現状を述べる。温暖化の節では、 IPCC報告書やCOP19等を取り挙げる。 
 

第２章 被災地の回復と未来への取組 
災害廃棄物、健康管理、除染、中間貯蔵施設、鳥獣被害など、東日本大震災
からの復旧に向けたと取組と、グリーン復興の取組について取り挙げる。 
 

第３章 グリーン経済の取組の重要性 ～金融と技術の活用～ 
環境保全と経済成長の同時達成に資する取組として、FITを通じた再生可能エ
ネルギーの推進や、JCMを通じた環境技術の国際展開、グリーン投資等の金
融手法を活用した環境配慮の取組、自然資本を取り入れた経営を取り挙げる。 



テーマ：     我が国が歩むグリーン経済の道        

 平成26年版  環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 
第１部 総合的な施策等に関する報告 
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東日本大震災からの復旧・復興は道半ば 
放射性物質による汚染は最大の環境問題 

地球温暖化をはじめとして地球環境の悪化
に歯止めがかかっていない現状 

我が国では、最近の景気回復に向けた動きを 
持続可能な経済成長につなげていくことが課題 

経済成長の核となる、我が国の優れた
環境技術の開発・普及と、その事業化に
資する環境金融の推進が重要。 

持続可能な環境と経済成長の同時達成を目指すグリーン経済を実現する
には、このような環境問題への対応が、同時に経済成長にも資するという
取組を推進することが必要。 

復興に向けた取組が、同時にグリー
ン経済の実現にも資するという取組
が重要。 

地球環境は人々の生活や経済活動の基盤 
低炭素・循環・自然共生社会の構築が必要 



    地球環境の現状と持続可能な社会の構築に向けて 
気候変動問題の解決に向けて① 

IPCC報告書 

・CO2累積排出量と世界平均気温 
  上昇量は、ほぼ比例関係。 

世界や日本の異常気象 

○世界 

WMOは、2001～
2010年が、前例のな

い異常気象に見舞わ
れた10年であったと
報告。 

○日本 

・過去100年で気温  
 が1.14度上昇。 
・全国各地で 記録的 
 な猛暑と集中豪雨 
 を記録。 

フィリピンの台風被害 

○気候変動の状況（第1WG報告書） 

○IPCC第5次評価報告書にて、地球温暖化については疑う余地がないと報告。  
○WMO（世界気象機関）は、温暖化により異常気象の増加は避けられないと警告。 

・1880～2012年で0.85度も気温が上昇。 

第１章 
第１節 

主要国のCO2排出量推移 

伊豆大島の台風被害 
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○気候変動による影響、適応等（第2WG報告書） 
・ここ数十年、気候変動の影響が全大陸と海洋に 
  おいて、自然生態系及び人間社会に影響を与え 
  ている。 

○温室効果ガスの排出削減（第3WG報告書） 

・産業革命前に比べて、気温上昇を2℃未満に抑え 
  られる可能性が高いシナリオの特徴を紹介。 



気候変動問題の解決に向けて② 

国際的な取組 国内の取組 

○地球温暖化交渉（COP19） 
 

○ 我が国の貢献 

  ・第一約束期間中の平均の温室効果ガス排 
  出量は、基準年比8.4％減。 
  京都議定書の目標を達成。 
 ・技術で世界の低炭素化に貢献するべく、 
 攻めの地球温暖化外交戦略「ACE : Actions 
 for Cool Earth（美しい星への行動）」を策定。 

第１章 
第１節 

  すべての国に対し、COP21に十分先立って、 
約束草案を示すことを招請。 

○産業部門 
 ・改正フロン類法によるフロン類のライフ 
   サイクル全般にわたる排出削減。 
・低炭素社会実行計画の策定。 

○民生部門 
 

○運輸部門 
 ・高度道路交通シス 
 テム（ITS）。 
・スマートムーブ。 

次世代型路面電車 

・HEMS。 
・低炭素建築物基 
 準の設定。 

HEMSによる見える化 

○地球温暖化に歯止めをかけるには、国連気候変動条約交渉などの国際的な取組や、 
  先進技術等を活用した国内対策の加速化が必要。 
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○地域づくりを担う人たちへの環境教育 
 

  全国のモデルとなる環境教育プログラムを 
  作成。 

 
◆公害教育 

・四日市市 
  語り部の学校派遣 
・水俣市 
  小中学校での水俣病教育 

◆体験を通じた取組 
 
 
 

  ・エコスクール 
  ・こどもホタレンジャー 
  ・子ども農山漁村 
  交流プロジェクト 

○持続可能な開発のための教育（ESD)に 
  関するユネスコ世界会議 
 
 
 
 
 
 

  本年11月に名古屋市、岡山市で開催。 

  持続可能な社会の基盤となる環境教育の取組 第１章 
第４節 

◆ユネスコスクールにおける環境教育 

 スクールでの実践・研究と成果の普及 

○環境教育を担う人たちへの教育 
 

  教職員等への環境教育についての合同研修。 

エコスクール 
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○環境問題の解決のためには、環境の現状と環境保全についての理解を深める環境教育 
  が有効。国連ESDの10年の最終年を迎え、様々な取組が進展中。 

○子供達への環境教育 

主体別 

○気候変動キャンペーン 
 

 低炭素社会に向けた正しい認識と行動のきっ 
 かけ。 



 被災地の回復と未来への取組 
 被災地の環境再生に向けた取組① 

第２章 
第２節 

原子力被災者の健康管理等 放射線モニタリング 

○帰還に向けた健康不安対策 
  個人線量の丁寧な説明や相談員制度の創設など。 

○環境モニタリング一般 
   

 ・空間線量率 

  ・土壌環境 
  ・水環境 

○住民の健康管理の在り方に関する専門家会議 
  の開催（平成25年11月～） 

モニタリング 
ポスト 

○航空機モニタリング 

○海域モニタリング 

○食品、水道水モニタリング 

○学校・保育所、公園等モニタリング 

○農地土壌、林野、牧草等モニタリング 7 

○地元の実情や意向に応じた健康管理・不安対策を引き続き実施する。 
 

○「総合モニタリング計画」に基づき関係府省,福島県,原子力事業者が連携して放射線モニタリング実施。 

○福島県による県民健康管理調査への支援 



○特措法に基づく基本方針における除染等の措置の以下の目標について評価を行い、目標 
    達成を確認。 

○平成25年9月に実施した除染の進捗状況の総点検を踏まえ、同年12月に地元と相談の上、 
    個々の市町村の状況に応じ、特別地域内除染実施計画を見直し。 

○施設の安全性や環境保全の措置を検討し、平成25年9月にその結果を取りまとめ。 

○平成25年12月に福島県及び関係町に設置を要請。福島県知事からの申入れを受け、 
    平成26年3月に双葉町、大熊町に施設を集約するなど回答。 

○平成27年1月の搬入開始を目指す。 

除染の進捗状況の総点検 

   被災地の環境再生に向けた取組② 

除染の進捗状況 
○汚染状況重点調査地域 ：子どもの生活環境 
    を含む公共施設等は、福島県内、県外とも 
    約8割以上の進捗を示すなど、着実な除染の 
    進捗（H25.12末時点） 。 
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○除染特別地域 ：田村市、楢葉町、川内村、 
      大熊町及び常磐自動車道については、 
      平成25年度中に除染終了。 

第２章 
第２章 
第２節 

中間貯蔵施設の整備に向けた取組 

○放射性物質汚染対処特措法に則り、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域にて除染を推進。 

○平成25年12月に、福島県並びに双葉町、大熊町、楢葉町及び富岡町に対し、中間貯蔵施設 
  の設置及び管理型処分場の活用の受入れについて要請。 
○平成27年1月からの中間貯蔵施設の搬入開始に向け、政府一丸となって全力で取り組む。 



   環境保全を織り込んだ被災地の復興～グリーン復興～ 
第２章 
第３節 

○被災地においては、自然環境の保全に資する復興や、グリーン経済を先取りした先駆的な復興が 
   始まっている。このような取組を加速 させていくことが必要。 

・県民参加型ファンドによる太陽光発電の推進 
  （福島県） 
 

   

 メガソーラーによる発電利益を 
 出資者である県民・企業に還元。 

・地域通貨を使ったグリーン復興（気仙沼市） 

 間伐材の買取価格の半分を地域通貨で支払。 

民間資金を活用した復興 
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 ・地方公共団体における再生可能エネルギー等の導入支援 

自立・分散型エネルギー社会の構築 

 ・藻類を利用した下水処理とバイオマス燃料生産の研究 （仙台市） 

自然環境の保全に資する復興 

○「ふゆみずたんぼ」方式による水田の復元（宮城県・岩手県沿岸） 。 
 

○ 「里海復興プラン」に基づく里海の復興（岩手県宮古市） 。 
 

 



○持続可能な環境・経済・社会の実現に向けて、「グリーン経済」を構築しようとする動きが 
  進んでいる。 
○環境産業の市場規模は拡大基調。今後、環境技術への需要が顕在化することで、我が 
  国の経済成長・雇用創出を促す基盤となり得る。 

○平成24年の市場規模は86兆円、雇用規模は243万人（推計）。  ともに拡大基調。 

      グリーン経済の取組の重要性～金融と技術の活用～ 
     持続可能な社会の実現に向けたグリーン経済の広がり 
第３章 
第１節 

グリーン経済・グリーン成長に関する国際的な議論 

○国連環境計画（UNEP）の「グリーン経済」 
  環境問題に伴うリスクと生態系の破壊等を軽減しつつ、人間の福利や不平等を改善する経済のあり方 
 

○経済開発協力機構（OECD）の「グリーン成長」 
  我々の暮らしを支えている自然環境の恵みを受け続けながら、経済成長を実現する考え方 
 

○グリーン成長は、従来環境保全を経済成長の阻害要因として捉えていたものを、環境分野への投資が 
  経済成長を推進する要因として捉え直すという、発想の転換を図るもの。 

我が国の環境産業の現状 

10 環境産業の業況ＤＩ 

業況ＤＩ（「よい」と回答した割合－「悪い」と回答した割合
単位：％ポイント

環境産業
全産業

現在
（平成25年12月）

17
9

10年後

25
10

○他産業と比較して景況感が良く、今後も成長が期待される分野。 

国内生産額と環境産業市場 



環境技術の国内の普及の枠組 環境技術の国際展開 

○経済活動の環境負荷を低減し、環境産業の振興にもつながる、環境技術の開発・普及は、グリーン経 
  済の実現に必要。 
 

○環境技術の普及には、規制・税・補助金等の手法に加え、金融面での新たな手法の推進が重要。 
 

○我が国の優れた環境技術を国際展開させることは、世界全体の環境負荷低減だけでなく、我が国の 
  経済活性化にも貢献。 

環境技術の普及によるグリーン経済の実現 第３章 
第２節 

○環境技術（廃棄物の発生抑制等）を活用して、2020年の 
    東京オリンピックの環境負荷を最小化する。 

コラム 

・低炭素技術 
 
・水処理技術 
 
・循環産業（リサイクル等） 

 
・水俣条約と水銀対策技術 
 
・ PM2.5と大気汚染対策技術 

大気汚染物質の分析技術 
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○世界全体の環境負荷低減のため、 
   我が国の環境技術の国際展開が重要。 

水上メガソーラー 

人工クモの糸 

 

政策手法 概要 具体例 

規制的手法  

 

具体的な行為や基準を義務づける手法 

手続などのルールを義務づける手法 

水質汚染防止法の排水基準 

自動車排出ガス規制 

経済的手法 行為者に経済的誘因を提供するか、経

済的負担を課す手法 

技術開発補助金、グリーン税制、

固定価格買取制度（FIT） 

○経済的手法において、補助金だけでなく、  
  金融という新たな手法を 活用することが、 
    環境技術の普及において不可欠。 
 

○FITにより、再生可能エネルギーの普及を 
     加速。 
 

○L2-Tech Japanイニシアティブにより、 
    低炭素技術の開発・普及を推進。 



○経済の血流ともいえる金融の力を、環境分野において活用することで、環境政策の幅 
  が広がり、グリーン経済の実現に大きく貢献。 
○我が国の1600兆円に上る個人金融資産の活用も視野に入れ、環境分野に流れ込む民間 
     資金を太くし、金融が有する経済社会への影響力を通じて、社会の仕組みを持続可能な 
      ものに変革することが急務。 

グリーン経済の実現に向けた環境金融の拡大 第３章 
第３節 

 
 

[1]企業行動に環境への配慮を組み込もうとする経済主体を評価・支援すること  
・環境に関するリスクやビジネスチャンスを、投資家が適切に評価できるよう、企業の環境 
  関連情報の開示を促進することが必要。 

 

[2]環境負荷を低減させる事業に、直接資金が使われること 
・従来、環境保全はコストとして捉えられていたが、グリーン投資を経済成長を推進する要因 
  として捉え直すことが重要。 

環境金融の役割と方向性 
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○ESG（環境、社会、企業統治） 
   投資の拡大。 

○環境格付融資等の展開。 

○機関投資家等の 
    「責任ある投資」の動き。 

環境配慮を評価する投融資の促進 グリーン投資の推進 

○公的セクターによるリスクマネーの提供、投資判断 
 に必要な情報の蓄積等により、民間投資を促進。 

○証券化等により、資産の流動性を向上させる市場 
 づくりの取組の推進（日本証券取引所グループの 
 上場インフラ市場創設） 



第１章 低炭素社会の構築 
  地球温暖化問題の現状／地球温暖化対策に係る国際的枠組みの下での取組／地球温暖化防止に向け   
  た国内対策 

第２章 生物多様性の保全及び持続可能な利用 
  生物多様性の現状／生物多様性を社会に浸透させる取組／地域における人と自然の関係を見直し、再   
  構築する取組／森・里・川・海のつながりを確保する取組／地球規模の視野を持って行動する取組／ 
  科学的基盤を強化し、政策に結びつける取組／東日本大震災からの復興・再生に向けた自然共生社会 
  づくりの取組 

第３章 循環型社会の構築に向けて 
  廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状／循環型社会の形成に向けた法制度の施行状況／循 
  環型社会を形成する基盤整備／国際的な循環型社会の構築／東日本大震災により生じた災害廃棄物 
  及び放射性物質に汚染された廃棄物の処理 

第4章 大気環境、水環境、土壌環境等の保全 
  大気環境、水環境、土壌環境等の現状／大気環境の保全対策／地域の生活環境に係る問題への対策 
  ／水環境の保全対策／土壌環境の保全対策／地盤環境の保全対策／海洋環境の保全／東日本大震災 
      に係る環境モニタリングの取組／放射性物質による汚染の除去等の取組 

第5章 化学物質の環境リスクの評価・管理 
  化学物質の環境中の残留実態の現状／化学物質の環境リスク評価／化学物質の環境リスクの管理／ 
  小児環境保健への取組／化学物質に関するリスクコミュニケーション／国際的動向と日本の取組／ 
  国内における毒ガス弾等に係る対策 

第6章 各種施策の基盤、各主体の参加及び国際協力に係る施策 
  政府の総合的な取組／経済・社会のグリーン化の推進／技術開発、調査研究、監視・観測等の充実 
  等／国際的取組に係る施策／地域づくり・人づくりの推進／環境情報の整備と提供・広報の充実／ 
  環境影響評価等／環境保健対策、公害紛争処理等及び環境犯罪対策／原子力の安全の確保 

平成25年度に各分野で講じた施策 第2部 
（平成25年度 環境の状況／循環型社会の形成の状況／生物の多様性の状況） 
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第１章 低炭素社会の構築 
  地球温暖化対策に係る国際的枠組みの下での取組／地球温暖化防止に向けた国内対策  

第２章 生物多様性の保全及び持続可能な利用 
  生物多様性を社会に浸透させる取組／地域における人と自然の関係を見直し、再構築する取組／森 
  ・里・川・海のつながりを確保する取組／地球規模の視野を持って行動する取組／科学的基盤を強 
  化し、政策に結びつける取組／東日本大震災からの復興・再生に向けた自然共生社会づくりの取組 

第３章 循環型社会の形成 
  循環型社会の形成に向けた法制度の施行について／循環型社会を形成する基盤整備／国際的な循環 
  型社会の構築／東日本大震災により生じた災害廃棄物及び放射性物質に汚染された廃棄物の処理 

第4章 大気環境、水環境、土壌環境等の保全 
  大気環境の保全対策／地域の生活環境に係る問題への対策／水環境の保全対策／土壌環境の保全対 
  策／地盤環境の保全対策／海洋環境の保全／東日本大震災に係る環境モニタリングの取組／放射性 
  物質による汚染の除去等の取組 

第5章 化学物質の環境リスクの評価・管理 
  化学物質の環境リスク評価／化学物質の環境リスクの管理／小児環境保健への取組／化学物質に関 
  するリスクコミュニケーション／国際的動向と日本の取組／国内における毒ガス弾等に係る対策 

第6章 各種施策の基盤、各主体の参加及び国際協力に係る施策 
  政府の総合的な取組／経済・社会のグリーン化の推進／技術開発、調査研究、監視・観測等の充実 
  等／国際的取組に係る施策／地域づくり・人づくりの推進／環境情報の整備と提供・広報の充実／ 
  環境影響評価等／環境保健対策、公害紛争処理等及び環境犯罪対策／原子力の安全の確保 

平成26年度に各分野で講じようとする施策 
（平成26年度 環境の保全に関する施策／循環型社会の形成に関する施策／生 
        物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策） 
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グリーン投資の拡大に向けて 

平成26年版環境白書の新たなメッセージ 

優れた環境技術の普及促進 

○グリーン投資環境の整備。 

○環境負荷を低減させるとともに、環境産業の振興にもつながる、環境技術の開発・普及が 
  グリーン経済の実現に不可欠。 
○環境技術の普及は、公的資金のみでは不十分であり、事業化が必要。我が国の1600兆円 
  に上る個人金融資産の活用も視野に、民間資金を活用すべく、幅広い投資家の参加による 
  グリーン投資の拡大を目指す。 
○拡がりを見せる金融手法を、環境行政に積極的に取り込んでいく。 
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○L2-Tech・Japanイニシアティブを通じて、 
  先導的な低炭素技術の開発・普及を推進。 

○我が国の優れた環境技術を、制度整備や 
    人材育成などのソフト面と、パッケージで 
    国際展開することで、経済成長に貢献。 

○環境配慮を評価する投融資。 

・公的セクターによるリスクマ
ネーの提供、投資判断に必要
な情報の蓄積等により、民間投
資を促進。 

・企業の環境情報の開示を通じて、機関投資家
等によるグリーン投融資の拡大が重要。 

・ 証券化等により、資産の流動性

を向上させる市場づくりの取組
（日本証券取引所グループの上
場インフラ市場創設）。 

 

海外における 
インフラファンド 

○二国間オフセット・クレジット制度（JCM）の 
  展開や、途上国内における環境関連制度 
    の整備、適切な執行に向けた政策担当者 
    の育成を推進。 


