
地球温暖化対策推進法の一部改正案が、2021年5月26日
に成立しました。今回の改正では大きく3つのポイントが
あります。

（1）2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念
（2）地方創生につながる再エネ導入を促進
（3）企業の温室効果ガス排出量情報のオープンデータ化

また、林野庁では6月に森林・林業基本計画を閣議決定し
ました。新たな基本計画のポイントには、森林・林業・木
材産業による「グリーン成長」を掲げています。林業・木材
産業が内包する持続性を高めながら成長発展させ、人々が
森林の発揮する多面的機能の恩恵を受給できるようにす
ることを通じて、社会経済生活の向上とカーボンニュート
ラルに寄与する「グリーン成長」を実現することとして、5
つの柱の施策に取り組むとのことです。

（1）森林資源の適正な管理・利用
（2）「新しい林業に向けた取組み展開」
（3）木材産業の競争力の強化
（4）都市部における「第2の森林」づくり
（5）新たな山村価値の創造

地球温暖化対策推進法、また林野庁の森林・林業基本計画
でも、カーボンニュートラルに向けた記載が目立ち、木質
バイオマスの利用や木材利用、木材製品の拡大により、化
石燃料代替によるCO₂排出削減、木材利用による炭素の貯
蔵への期待が高まっています。
SEFでもこのカーボンニュートラルに向けた追い風を活
用し、新たな木材製品の利用拡大や森林再生・保全活動を
通し、自然の恵み豊かな社会づくりに貢献できるよう活動
を推進していきます。

カーボンニュートラルに向けた森林価値の期待
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地球温暖化対策推進法の改正ポイント

「グリーン成長」実現の５つの柱施策

出典：環境省 脱炭素ポータル

出典：林野庁 森林・林業基本計画

https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20210604-topic-03.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/plan/index.html


資源循環事業
活動報告

2021 年度ゼロエミッション研究会
第 1 回勉強会開催

【日程】全6回
第1回：2021年5月20日（木）
第2回：2021年7月15日（木） 15：00～17：00
第3回：2021年9月16日（木） 15：00～17：00
第4回：2021年11月18日（木） 15：00～17：00
第5回：2022年1月20日（木） 15：00～17：00
題6回：2022年3月17日（木） 15：00～17：00
＜見学会＞
2021年9月16日【新潟県　食品リサイクル工場】

2021年度ゼロエミッション研究会　概要

70,000円
※賛助会員（民間団体）は無料
※別途：見学会交通費、遠方への個別相談時交通費【勉強会　会場】

・百瀬則子氏
  （SEF業務執行理事、ワタミ株式会社SDGs推進本部長）

・志岐秀明氏
  （SEF理事、株式会社ガイアドリーム代表取締役）

・牛久保明邦氏
  （SEF顧問、東京農業大学名誉教授）
ほか、資源循環・廃棄物関連専門家多数登壇予定

ワタミ株式会社東京（大鳥居）本社会議室

【講師】

【参加費】

ゼロエミッションの実現に向けて、食品小売業・外食産業
店舗から発生する廃棄物（特に食品循環資源）の発生抑制・
資源循環・適正処理の手法を学ぶ場として勉強会を開催
しています。2018 年からスタートしたこの勉強会は、今
回で 4年目を迎え多くの企業様にご参加頂いております。

ゼロエミッション研究会とは

東京農業大学名誉教授（SEF 顧問）の牛久保明邦氏にご登
壇頂き、「食品ロスの削減と土づくり」のテーマでご講演し
ていただきました。
循環型社会形成を目指すに当たって、食品リサイクル法か
ら 2019年に施行された「食品ロス削減の推進に関する法
律」の概要や食品ロスの実態、食糧事情と農業など、幅広い
情報をご提供頂きました。
その後、理事の百瀬則子氏（ワタミ（株）SDGs 推進本部長）
にご進行頂き、各企業様が実践している資源リサイクルに
ついて意見交換が行なわれました。オンライン開催での意
見交換会でしたが、熱心に食品リサイクルに取り組んでい
る企業様の取組が紹介され、有意義な情報共有の時間とな
りました。
最後に、理事の志岐秀明氏（（株）ガイアドリーム代表取締
役）に「廃棄物～最近の動向について～」というテーマで情

第1回 5月２０日　勉強会

①「食品リサイクルループの構築・拡大」と②「食品ロス削
減、活用策の検討」を軸に展開し、①では、前年度の勉強会
で構築した名古屋・群馬エリアの参加者の拡大を計ると
共に、今年度は新たに新潟エリアの食品リサイクルループ
を構築します。

2021年度のテーマ:「理論と実践」

報提供を頂きました。廃棄物の法律に関して、最近の事例
とともにわかりやすくお話ししてくださいました。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の
発令期間中であることを受けて、オンライン開催となりま
したが、22 社 32 名と多くの方にご参加頂きました。
2021 年度も多くの企業様とゼロエミッションの実現に
向けて、取り組んでいきます。

※2021年 3月 25日ゼロエミッション研究会の様子

第2回勉強会からのご参加も大歓迎です。
概要をご確認のうえ、SEFホームページからお申込みください。 https://save-earth.or.jp/archives/6254

終了しました



森林再生事業
活動報告

日向の森・東御の森・海上の森で
森林保全活動を実施しました！

◎千葉県山武市「日向（ひゅうが）の森」
2013年に山武市と森林保全協定を結び、毎月２回、保全
活動を行なっています。

◎長野県東御市「東御（とうみ）の森」
高度約1,000ｍの中山間地に位置する「東御の森」は、森の
中央に川が流れる渓畔林で、多様な生物が生息しています。
5月29日は、やまぼうし自然学校とSEFが連携した企画
「生物多様性プログラム」を実施致しました。8名のボラン
ティア参加者とともに、午前中は在来種保全のための「ア
レチウリ・ブタクサの除草作業」と「東御の森についての
学び」を行いました。午後は森に住む動植物について散策
をしながら学ぶ「ネイチャートレイル」を行いました。参加
された皆様には、自然のフィールドで五感を通して楽しん
でいただきました。

◎愛知県瀬戸市「海上（かいしょ）の森」
愛知県瀬戸市「海上の森」は、森林保全協定を2020年4月
に締結し、昨年度から活動を行なっています。
2021年度第1回目の開催となる4月29日は、22名が参
加しました。はじめに締結エリアである約1.7haの広大な
土地の外周を散策しながら、どんな森なのか、次回整備し
た方がいい箇所などを確認しました。その後、3グループ
に分かれ、1グループ目は、前回の活動で整備した２つの
特性をもつ日陰と日向エリアの定点観察をしました。もう
2つのグループは、看板を設置するための穴掘りグループ
と看板を安定させるための小石集めグループに分かれ作
業をしました。１月から看板用木材の伐採・加工などの準
備を進めてきた看板は、皆様のおかげで無事に設置するこ
とができました。

2018年５月に初開催して以降、毎年恒例
となった植樹祭。今年度は緊急事態宣言
発令期間に伴い、残念ながら大規模での

植樹祭は叶いませんでした。しかしながら、このような状
況下でも植樹は続けたいという強い思いのもと、森林活動
サポーターの方々にお手伝い頂き、160本のサンブスギ苗
木を植樹しました。前日までの雨予報から一変し、当日は
雲の間から稀に太陽も姿を現すほど、天気にも恵まれまし
た。参加された方々は、額に大量の汗をかきながらも、一生
懸命活動してくれま
した。 今年を含め、
日向の森で植樹した
本数は累計710本
となりました。

2021年 4月～ 6月の参加延べ人数（スタッフ除）

定例会

10日 日向の森 定例保全活動 7名

場所 イベント 参加人数（スタッフ除）

４
月

５
月

６
月

24 日 海上の森 春板づくり＋保全活動 17名

8日 日向の森 6歳になったら机を作ろう 11名

22日 日向の森 植樹活動 32名

29日 東御の森 生物多様性保全活動 8名

12日 日向の森 定例保全活動 5名

19日 東御の森 生物多様性保全活動 2名

26日 日向の森 定例保全活動 8名

日向の森 63名 海上の森 17名 東御の森 10名

PICK UP
植 樹

日向の森・東御の森・海上の森で森林保全活動 ※2021年 6月 30日現在

※マスクは写真撮影の時のみ外しました。
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7 月～9 月
森林保全活動

のお知らせ

ボランティア

募集中！

・食品リサイクルループ構築支援
・「企業の森づくり活動」支援
・廃棄物法令、食品リサイクル、廃棄物管理等の専門家による助言・指導
・「ゼロエミッション研究会」など、各種セミナー等へのご招待・ご優待

賛助会員・サポーター入会のご案内
SEF の活動は、皆さまからのご支援に支えられています。

「美しい地球を未来の子どもたちに残したい」。この思いにご賛同いただける皆様のご入会をお待ちしております。

ご入会のお申込みはこちらから→https://save-earth.or.jp/member/apply

企
業
・
団
体

会員特典

会員区分
年会費

特別賛助会員 １口 500,000 円
賛助会員 １口 50,000 円
資源循環サポーター １口 50,000 円（資源循環事業に使途を限定）
森林再生サポーター １口 50,000 円（森林再生事業に使途を限定）

・「ゼロエミッション研究会」など、各種セミナー等へのご招待・ご優待
・森林ボランティア活動参加者に千葉県産サンブスギ製「サポーター登録証」を発行

個
人

会員特典

会員区分
年会費

賛助会員 １口 10,000 円
資源循環サポーター １口 1,200 円（資源循環事業に使途を限定）
森林再生サポーター １口 1,200 円（森林再生事業に使途を限定）

千葉県山武市では原則として毎月第2・第4土曜日に定例活動を
行っているほか、他地域でも年数回の活動を実施しています。
なお、活動実施にあたっては感染症の拡大防止に最大限の配慮を
講じてまいります。
下記リンクから確認事項等ご参照のうえ、ご参加をお願いいたします。
https://save-earth.or.jp/archives/6783

＜7 ～ 9月の活動予定＞
●千葉県山武市
　７月10日（土）
　８月7日（土）
　９月11（土）

活動の詳細、お申込みはコチラ  　https://save-earth.or.jp/event

SEFでは、各地域での森林保全活動をお手伝い頂ける
ボランティアさんを募集しています。

★千葉県山武市
※引き続き、2018年の
台風15・19号による被害を
受けた人工林の復旧作業を
中心とした活動を予定しています。

※その他地域での活動予定については、SEFホームページをご覧ください。




