〜遺伝資源に関わる研究者・知財管理関係者（企業･大学･研究機関･行政機関等）の皆さまへ〜

「名古屋議定書に係る国内措置の検討状況に関する説明会」開催のお知らせ
（お申込み方法等は裏面もご覧ください）
生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）で採択された「遺伝資源の取得の機会及びその利用から
生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書（名古屋議定書）
」の趣旨や概要、締結に向けた
国内措置の検討状況等についてのご説明と質疑・意見交換を行います。

プログラム（１２０分程度）
●名古屋議定書について
名古屋議定書の概要、COP10 以降の検討経緯についてご説明します。
●名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会報告書（案）について
「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会報告書（案）
」に基づき、検討会での状況をご説明します。
●質疑応答、意見交換
会場の皆さまからの質疑応答、意見交換を行います。
※上記報告書（案）に関する意見の募集（パブリックコメント）のご紹介もいたします。意見の募集（パブリックコメン
ト）の詳細については環境省 HP(http://www.env.go.jp/press/index.php）をご覧ください（平成 25 年 12 月末
に掲載及び募集開始予定）
。

＜対象＞国内・国外から入手した遺伝資源に関する研究や開発を行っている、若しくは行う予定がある
事業者、研究者、大学等及び関連する行政機関等

日時・会場（参加費無料）
北海道地域
（札幌市）
東北地域
（仙台市）
関東地域
（東京都）
東海地域
（名古屋市）
近畿地域
（大阪市）
中国四国地域
（岡山市）
九州地域
（福岡市）

1 月 20 日(月) 11:00〜13:00【企業】
1 月 20 日(月) 14:00〜16:00【学術】
1 月 16 日(木) 11:00〜13:00【学術】
1 月 16 日(木) 14:00〜16:00【企業】
1 月 9 日(木) 10:00〜12:00【学術】
1 月 9 日(木) 14:00〜16:00【企業】
1 月 14 日(火) 11:00〜13:00【学術】
1 月 14 日(火) 14:30〜16:30【企業】
1 月 10 日(金) 11:00〜13:00【学術】
1 月 10 日(金) 14:30〜16:30【企業】
1 月 22 日(水) 11:00〜13:00【企業】
1 月 22 日(水) 14:00〜16:00【学術】
1 月 21 日(火) 11:00〜13:00【学術】
1 月 21 日(火) 14:00〜16:00【企業】

札幌市民ﾎｰﾙ 第 1 会議室
（札幌市中央区北 1 条西 1）

駅前のぞみﾋﾞﾙ 5 階会議室
（仙台市青葉区中央 3-6-22）

環境省 第 1 会議室
（千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎 5 号館 22 階）

三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(名古屋) ｾﾐﾅｰ室
（名古屋市東区葵 1-19-30 ﾏｻﾞｯｸｱｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ 10 階）

三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(大阪) ｾﾐﾅｰ室
（大阪市北区梅田 2-5-25 ﾊｰﾋﾞｽ OSAKA19 階）

岡山国際交流ｾﾝﾀｰ ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ（地下 1 階）
（岡山市北区奉還町 2-2-1）

ﾘﾌｧﾚﾝｽ駅東ﾋﾞﾙ 3 階 H 会議室
（福岡市博多区博多駅東 1-16-14）

※【学術】
【企業】の区分はそれぞれ主に下記対象者向けですが、一般の方・その他の方もご参加いただけます。
【学術】大学や公的研究機関等において遺伝資源を扱う研究者や知財管理部門などの関係者
【企業】企業等において遺伝資源を扱う研究開発の研究者や知財管理部門などの関係者
※当日、記録のため写真撮影（個人の顔写真は撮影いたしません）
、録音等を行います。
※参加者の皆さまによる撮影、録音等はご遠慮ください。

〔事務局〕三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 政策研究事業本部 環境･エネルギー部
TEL：03-6733-1023（森口・薗その） 〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2 ｵﾗﾝﾀﾞﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ
※本説明会は三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱が、環境省より「平成 25 年度名古屋議定書に係る国内措置検討委託業務」を受託し実施するものです。

お申込み方法（Web 又は FAX）
参加ご希望の方は Web 又は FAX でお申込みください。
（２名以上参加の場合もお一人ずつお申込みください）
【申込み締切り】各開催日程の２日前
※各会場の定員は 50 名程度です。申込者数が定員を超えた場合は、申し込みを締め切らせて頂く場合があります。
①Web によるお申し込み方法
下記 URL より必要事項をご入力ください

お申込み URL http://www.murc.jp/sp/1312/nagoyagiteisyo.html
※URL は環境省 HP からもリンクしています（http://www.env.go.jp/press/index.php）
②FAX によるお申込み方法
下記の「個人情報の取り扱いについての確認事項」の内容にご同意頂いたうえで、FAX に必要事項*をご記入のうえ、下記事務局
宛てにお送り下さい。
*必要事項：1.お申込み会場･日程(午前･午後の別を含む)、2.ご氏名、3.ご所属先、4.ご所属部署・役職、5.ご住所、6.電
話番号、7.FAX 番号、8.メールアドレス等、9.名古屋議定書に関する不明点･質問、ご意見等）

説明会事務局（担当：森口・薗）

FAX 03-6733-1028

事務局 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社
〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2 オランダヒルズ森タワー TEL 03-6733-1023 FAX 03-6733-1028
■お預かりする個人情報は、事業委託元である環境省への参加者名簿の提供、その他必要な事務手続き等に利用します。
■三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社は、十分な個人情報保護の水準を備えており、お預かりする個人情報については、同社の個人情
報保護方針及び個人情報の取り扱い(http://www.murc.jp/profile/privacy.html)に従って取り扱われます。
■お預かりしている個人情報の開示、削除等のお申し出、その他のお問い合わせにつきましては担当者までご連絡下さい。
■個人情報のご記入は任意ですが、ご記入内容が不十分な場合は、申し込みの受付ができない場合があります。

各会場へのアクセス
■北海道地域（札幌）
：札幌市民ﾎｰﾙ 第 1 会議室
・JR「札幌駅」徒歩 15 分、地下鉄「大通駅」31 番出口すぐ
（http://www.sapporo-shiminhall.org/access/index.html）

■東北地域（仙台）
：駅前のぞみﾋﾞﾙ 5 階会議室
・JR「仙台駅」徒歩 3 分
（http://www.ibuki-sendai.co.jp/access.html）

■関東地域（東京）
：環境省第 1 会議室
・東京メトロ霞ヶ関駅 B3, C1 出口徒歩 1 分
（http://www.env.go.jp/annai/map.html）

■東海地域（名古屋）
：三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(名古屋) ｾﾐﾅｰ室
・地下鉄東山線「新栄町駅」1 番出口直結
（http://www.murc.jp/corporate/office）

■近畿地域（大阪）
：三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(大阪)ｾﾐﾅｰ室
・JR「大阪駅」桜橋口徒歩 6 分、阪神「梅田駅」
・四ツ橋線「西梅田駅」
徒歩 5 分、御堂筋線「梅田駅」徒歩 8 分
（http://www.murc.jp/corporate/office）

■中国四国地域（岡山）
：岡山国際交流ｾﾝﾀｰ ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ(地下1階)
・JR「岡山駅」徒歩 5 分
（http://www.opief.or.jp/oicenter/access.html）

■九州地域（福岡）
：ﾘﾌｧﾚﾝｽ駅東ﾋﾞﾙ 3 階 H 会議室
・JR「博多駅」筑紫口徒歩 4 分
（http://www.re-rental.com/access/）

※各会場の所在地（住所）は表面をご参照ください。
※各会場へのアクセスは上記記載の URL をご確認ください。

（参考）名古屋議定書について
2010 年 10 月に名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）において採択された国際条約で
す。生物多様性条約では３つ目の目的として、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を掲げ、遺伝資源の取
得には提供国からの事前の同意を要し、相互に合意する条件に基づいて遺伝資源の取得と利益配分を行うこと等を規定して
います。名古屋議定書では、このことを国際的に実施するために提供国と利用国が必要な措置を講ずることが定められてい
ます。環境省では締結に向けた国内措置の検討の一環として、産業界及び学術界の有識者等により構成される「名古屋議定
書に係る国内措置のあり方検討会」を設置・開催し、名古屋議定書の締結に必要な我が国にふさわしい国内措置のあり方に
ついて検討しています。
●名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会（http://www.env.go.jp/nature/biodic/abs/conf01.html）

