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資料番号 対応章 資料タイトル 発行機関 概要 出典URL

国内計―1 2 環境自主行動計画
社）日本経済団体連合
会

経団連が、わが国経済界として積極的な取り組みを行
うため、環境アピールにそって取りまとめた計画。地球
温暖化対策及び廃棄物対策目的について目標と対策
をまとめている。

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/vape/index.html

国内計―2 2 環境省総合環境政策 環境省
環境大臣により策定指示され、その同意を要す
る法定計画をまとめたもの。本計画は公害の防
止のための総合的な施策が必要な地域に対す

http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/kobo/index.html

国内計―3 2 環境会計ガイドライン2005年度版 環境省
環境省が、環境会計への取組を支援するために、環
境会計に関する共通の枠組みを構築することを目的と
してとりまとめたガイドライン。

http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html

国内計―4 2 東京湾再生推進会議
国土交通省東京湾再
生推進会議

平成13年の都市再生プロジェクト第三次決定「海
の再生」を受け設置した会議のHP。本会議で東
京湾再生のための行動計画を策定した。

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaissance/index.html

国内計―5 2 地球温暖化対策推進大綱 環境省

我が国における京都議定書の約束（1990 年比
▲６％削減）を履行するための具体的裏付けの
ある対策の全体像を明らかにするため、政府を
挙げて100 種類を超える個々の対策・施策の
パッケージをとりまとめた

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/taiko/index.html

地球温暖化対策推進本部 首相官邸
法律に基づく本部として改めて内閣に設置され
た、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進
するための機関のHP

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/

国内計―6 2
持続可能な地域づくりのためのガイ
ドブック

環境省

環境省の委託調査として平成１２年度から２カ年
にわたって実施された「持続可能性を基本とした
地域づくり支援の手法開発調査」（座長：武内和
彦 東京大学大学院教授）の最終報告書。

http://www.env.go.jp/policy/report/h14-03/index.html

国内計―7 2
地球温暖化防止森林吸収源10カ年
対策

林野庁
森林による吸収量1,300 万炭素トンの確保を目指すた
めの同計画についての基本的考え方、目標、対策を
示したもの。

http://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h14-
12gatu/1226ondanka/1.pdf

国内計―8 2 総務省環境配慮の方針 総務省
平成12年12月に政府が閣議決定した環境基本
計画の実行計画となる自らの方針の説明。

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/kankyou/ka
nkyou_a.html

国内計―9 2 自然再生基本方針 環境省
自然再生推進法第７条の規定により、自然再生
に関する施策を総合的に推進するための基本方
針をとりまとめたもの。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=4033
http://www.env.go.jp/nature/saisei/law-saisei/

国内計―10 2 エネルギー基本計画 経済産業省

平成14年６月に制定された「エネルギー政策基
本法」の基本方針を実施することを目的として、
施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図る
ために策定した計画の全体説明、概要。

http://www.meti.go.jp/press/0004573/

国内計―11 2 ヒートアイランド対策大綱
環境省ヒートアイラン
ド対策関係府省連絡
会議

ヒートアイランド現象やヒートアイランド対策大綱
を紹介したHP。ガイドライン、連絡会議、調査報
告書、イベント紹介等。

http://www.env.go.jp/air/life/heat_island/index.html

国内計―12 2 国土交通省環境行動計画 国土交通省
国土交通行政のグリーン化を目指す「国土交通
省環境行動計画」の内容をとりまとめたもの。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/01/010628_.html

国内計―13 2 新たな食料・農業・農村基本計画 農林水産省

食料・農業・農村基本計画は、食料・農業・農村
基本法に基づき、食料・農業・農村に関し、政府
が中長期的に取り組むべき 方針を定めたもの。
本HPは、本計画および経緯、大臣談話等をとり

http://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/index.html

国内計―14 2 京都議定書目標達成計画 首相官邸
地球温暖化対策推進法に基づき、京都議定書
の６％削減約束を確実に達成するための本計画
について、その内容をとりまとめたもの。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/kakugi/080328keikaku.pdf

国内計―15 2 原子力政策大綱 内閣府原子力委員会
原子力委員会が策定した同大綱について、策定
会議、意見募集等、大綱本文をとりまとめたも

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/tyoki/tyoki.htm
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国内計―16 2 バイオマス・ニッポン 農林水産省

農林水産省をはじめとした関係府省が協力して策定し
た、バイオマスの利活用推進に関する具体的取組や
行動計画である「バイオマス・ニッポン総合戦略」につ
いて、会議、戦略本文、関連リンク等をとりまとめたも

http://www.maff.go.jp/j/biomass/

国内計―17 2 第3次環境基本計画 環境省
環境基本法第１５条に基づき政府が定める本計画に
ついて、その内容、点検、指標等をとりまとめたもの。

http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/index.html

国内計―18 2 環境エネルギー技術革新計画
内閣府総合科学技術会
議

温室効果ガスの大幅な削減を目指すだけでなく、エネ
ルギー安全保障、環境と経済の両立、開発途上国へ
の貢献等を考慮した本計画についての資料。

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2008/siryo24/siryo24-
2-5.pdf

国内計―19 2
地球環境科学技術に関する研究開発の
推進方策について

文部科学省

総合科学技術会議の推進戦略に示された課題に関し
て、文部科学省として今後推進すべき重要事項につい
て定めた方策であり、本文および委員、審議経過をま
とめてあるHP。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/suishin/0609112
1.htm

国内計―20 2 エコツーリズム推進基本方針 環境省
「エコツーリズム推進法」（平成19年）第４条の規定によ
り作成された計画について、その内容をとりまとめたも

http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/basic_policy.html

国内計―21 2 ,２１世紀環境立国戦略 環境省
安倍内閣総理大臣施政方針演説において盛り込まれ
た同戦略について、その概要、提言、報道発表資料等
をとりまとめたもの。

http://www.env.go.jp/guide/info/21c_ens/index.html

国内計―22 2 農林水産省地球温暖化対策総合戦略 農林水産省

京都議定書目標達成計画に基づき、農林水産分野か
ら低炭素社会の実現をリードするような施策をまとめた
戦略であり、ここではこの戦略の本文、参考資料、決
定経緯等をとりまとめた。

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_ondanka/senryaku.htm
l

国内計―23 2 農林水産省生物多様性戦略 農林水産省
生物多様性保全を重視した農林水産業を強力に推進
するための指針として位置づけた本戦略についての本
文、関連資料等をまとめたもの。

http://www.maff.go.jp/j/press/2007/20070706press_3.html

国内計―24 2 生物多様性国家戦略（第3次） 環境省

生物多様性条約に基づき、生物多様性の保全と持続
可能な利用に関わる国の政策の目標と取組の方向を
定めた戦略であり、ここではその本文、検討資料、パン
フレット等をとりまとめた。

http://www.biodic.go.jp/nbsap.html

国内計―25 2 Cool Earth－エネルギー革新技術計画 経済産業省
エネルギー分野における革新的な技術開発の具体的
な取組のあり方についてまとめた同計画の本文。

http://www.iae.or.jp/research/project/ene_map_2008/CE_RM._2008.pdf

国内計―26 2 海洋基本計画 首相官邸
内閣の総合海洋政策本部が中心となって進める海洋
政策のための基本となる本計画について、その概要、
本文、用語集、パブリックコメント、リーフレット等をまと

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/kihonkeikaku/

国内計―27 2
サステイナブル都市再開発ガイドライン
～都市再開発におけるミニアセス～,

環境省
自主的なアセスメント（ミニアセス）の実施にあたっての
具体的な方法であり、本HPでは本方法を進めるため
のガイドラインをとりまとめている。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9824

国内計―28 2 低炭素社会づくり行動計画 首相官邸

福田内閣総理大臣スピーチ（2008年）、地球温暖化問
題に関する懇談会提言（2008）を実施するための計画
であり、ここではその内容、添付資料等をとりまとめ
た。
懇談会提言で示された政策項目ごとに、具体的な施策

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200811/1.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/teitanso/index.html

国内計―29 2 緑の経済と社会の変革 環境省

環境を切り口とした経済・社会構造の変革を通じて、あ
るべき日本の姿を提示し、活力ある日本を取り戻す
きっかけとするものとして、斉藤環境大臣がまとめたも
ので、本HPでは報道発表資料、有識者との意見交
換、意見募集、参考資料等をとりまとめたもの。

http://www.env.go.jp/guide/info/gnd/

国内計―30 2 環境情報戦略 環境省
第３次環境基本計画に基づきとりまとめられた案で、
本HPではその本文、添付資料等を集めた。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10995

国内計―31 2
地球温暖化対策地方公共団体実行計
画（区域施策）策定マニュアル

環境省

都道府県、市区町村が「地球温暖化対策の推進に関
する法律」（平成10 年）に基づく「区域の自然的社会的
条件に応じた施策」を策定する際に、策定の手項や策
定の内容について参照することを目的に作成したも

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/sakutei_manual/manual0906.html
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国内計―32 2
低炭素社会づくり行動計画及び研究開
発戦略

文部科学省
文部科学省として低炭素社会づくりの取組の更なる充
実強化を図るべくまとめた計画及び戦略であり、ここで
はその本文及び関連資料をとりまとめた。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/08/1282824.htm

国内計―33 2 低炭素社会実行計画
社）日本経済団体連合
会

経団連が自主行動計画に続く新たな計画として2009年
にまとめた計画であり、本資料はその概要をまとめた。

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/107.html

国内計―34 2
経済危機脱却後を見据えた新たな成長
戦略－新たな需要が期待される５つの
分野と持続的な成長を支える政策の３本

社）日本経済団体連合
会

わが国が今後とも国内で雇用を創出しつつ、豊かで質
の高い国民生活を維持していくためにまとめた提言で
あり、本HPではその内容を全文掲載している。

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/109/index.html

国内計―35 2 新成長戦略（基本方針） 首相官邸

2020 年までに環境、健康、観光の三分野で100 兆円
超の「新たな需要の創造」により雇用を生み、国民生
活の向上に主眼を置くこととした戦略であり、本HPは
その全文、ポイント、鳩山総理大臣の発言をとりまとめ
た

http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/


