
○「新クレジット制度の在り方に関する検討会（第2回）」 

 の開催について 

 
農林水産省は、経済産業省、環境省と合同で、2013年度以降の国内クレジット制度及び 

オフセット・クレジット制度（J-VER制度）の在り方について検討を行うため、第2回目の検討会を 

平成24年5月14日（月曜日）に開催することとしました。 

この会議は公開です。ただし、カメラ撮影は会議冒頭のみとします。  

1.概要 

国内クレジット制度、J-VER制度とも、温室効果ガスの削減量をクレジットとして認証する制度です。  

国内クレジット制度は、中小企業等の低炭素投資を促進し、温室効果ガスの排出削減を推進するた

め、京都議定書目標達成計画（平成20年3月28日閣議決定）の下、経済産業省、環境省及び農林水産

省の3省を事務局として2008年10月に運用を開始しました。 

排出削減量として認証された国内クレジットは、主として大企業が自主行動計画の目標達成のため

に活用することを目的としています。  

J-VER制度は、国内における排出削減・吸収の取組を一層促進するため、国内プロジェクト由来の排

出削減・吸収量をオフセット・クレジット（J-VER）として認証するもので、2008年11月に環境省が

開始しました。 

認証されたオフセット・クレジットは、カーボン・オフセット（イベントや事業活動における自ら

の排出量を他の場所の削減量（クレジット等）で埋め合わせて相殺すること）に活用することを目

的としています。  

両制度とも京都議定書の約束期間である2012年度末を制度のいったんの区切りとしています。 

また、近年では、両制度の活用機会の増加に伴い、両制度において重複する方法論が採択される等

両制度で共通する部分が増えてきました。  

このため、2013年度以降の制度の在り方について関係省で検討会を設けて検討を開始することとし

ました。 

2．日時及び場所 

日時：平成24年5月14日（月曜日）14時00分～16時30分 

会場：経済産業省別館 10階 1028会議室 

所在地：東京都 千代田区 霞が関 1-3-1 

http://www.meti.go.jp/intro/index_access.html 

3．議題 

http://www.meti.go.jp/intro/index_access.html


1. 事業者等アンケートの調査結果について  

2. 制度参加者ヒアリング  

3. 新クレジット制度の在り方について（骨子案）  

4. その他  

4．傍聴申込要領 

傍聴をご希望される方は、平成24年5月8日（火曜日）12時まで（必着）に「新クレジット制度の在

り方に関する検討会（第2回）の傍聴希望」と明記し、氏名、連絡先（電子メールアドレス、電話番

号、FAX番号）、職業（所属、役職）を記入の上、FAX又はインターネットにてお申込みください。 

(1)FAXによるお申込先 

宛先：農林水産省 大臣官房 環境政策課 地球環境対策室 地球環境企画班 宛 

FAX：03-3591-6640 

(2)インターネットによるお申込先 

https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/b271.html 

申込みは、原則1社につき傍聴希望者1名とし、傍聴希望者が傍聴可能人数（100名程度を予定）を超

過した場合には抽選といたします。インターネットで申し込まれた方は返信メールを印刷したもの

を、FAXで申し込まれた方はこちらからのFAXによる返信を傍聴券といたしますので、傍聴の際には

御持参願います。なお、中央合同庁舎に入館するための本人確認を行っていますので「写真付身分

証書」（免許証・社員証・パスポート等）を御持参ください。 

 

担当者：大臣官房環境政策課地球環境企画班 松下、中西、鈴木 

詳しくは→http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/120426.html 

 

 

○「第6回 バイオマス事業化戦略検討チーム」の開催について 

 
バイオマス関係5省庁（文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）は平成24年 

4月27日（金曜日）にバイオマス活用技術の到達レベルの横断的な評価と事業化に向けた戦略の 

検討を行う「第6回バイオマス事業化戦略検討チーム」を開催いたします。 

1.概要 

平成24年2月2日のバイオマス活用推進会議（関係7府省の担当政務で構成）において、 

バイオマス活用技術の到達レベルの横断的な評価と事業化に向けた戦略の検討を行う 

「バイオマス事業化戦略検討チーム」の設置が決定されました。 

この検討チームは、バイオマス利活用の技術や事業化に関し専門的知識を有する者によって構成さ

れ、その庶務は、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省が共同で行ってい

ます。 

https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/b271.html


この度、第6回会合を開催いたします。 

なお、議事概要等は、会合終了後に農林水産省のホームページで公表いたします。 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/b_kenntou/index.html  

2.開催日時及び場所 

日時：平成24年4月27日（金曜日） 14時00分～（2時間程度） 

会場：農林水産省 本館4階 第2特別会議室 

所在地：東京都 千代田区 霞が関 1-2-1 

3.議題   

・バイオマス利用技術の現状と課題について  

・バイオマス活用の事業化に向けた課題について 

 

担当：食料産業局バイオマス循環資源課 平野、酒井、横田、奥村 

 

資料及び詳しくは→http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/120425.html 

 

 

○「みどりの月間」及び東日本大震災復興に向けた 

 「緑の募金」運動について 
「みどりの月間」（4月15日～5月14日）に全国各地で緑に関するイベントや「緑の募金」運動を重点的に展開 

します。 

「緑の募金」については、東日本大震災復興を目的とした使途限定募金も行います。 

 

1. 概要 

(1) 「みどりの月間」における各種行事 

    政府では、毎年4月15日から5月14日までの期間を「みどりの月間」と定めており、「みどり」に関する学術

上の顕著な功績のあった個人に「みどりの学術賞」を授与等する「みどりの式典」をはじめ、「みどり」に関

する各種の行事を全国的に実施します。 

  

(2) 東日本大震災復興に向けた「緑の募金」運動 

    「みどりの月間」においては、「緑の募金」に関するキャンペーンも重点的に展開され、東日本大震災復興

事業に活用される使途限定募金に多くのご協力をいただいた方々にはチャリティCDやグッズが配布されます。

緑の募金は、公益社団法人 国土緑化推進機構、各都道府県の緑化推進委員会が主体となって行っています。  

  

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/b_kenntou/index.html


2. 「緑の募金」使途限定募金による復興事業 

    「緑の募金」使途限定募金は、被災地域における間伐材製品の寄贈や海岸防災林の整備に活用されています。

また、チャリティグッズは被災地において現地生産の間伐材、現地工場で作られており、被災地での雇用創出

にも貢献しています。 

  
担当：森林整備部研究・保全課森林保全推進室 緑化推進班  里見、寺本 

詳しくは→http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/hozen/120413.html 

 

 

○「ＣＯ２削減・節電ポテンシャル診断」受診事業所の募集及び公募

説明会・相談会の開催について （お知らせ） 

 
環境省では、昨年度に引き続き、平成24年６月からCO2削減・節電ポテンシャル診断（無料）を実施します。 

（公募期間：第一次５月７日（月）～５月25日（金）、第二次５月28日（月）～６月８日（金）、第三次６月

11日（月）～６月22日（金）） 本診断は、環境省が派遣する診断機関が、工場やビル等における設備の導入・

運用状況等を無料で計測・診断し、CO2削減・節電のために有効と考えられる設備導入や運用改善等の費用・効

果等に関する情報を提供することにより事業者における費用効率的な対策の実施を支援するものであり、電力

需給の逼迫を背景にニーズが急速に高まる事業者のＣＯ2削減・節電対策にも資するものです。また、得られた

情報は、CO2削減・節電対策の導入ポテンシャルの把握・普及広報などにも活用していく予定です。工場やビル

等における効果的なCO2削減・節電対策のご検討に是非ご活用ください。  

 なお、本事業の趣旨等をご理解いただくための公募説明会、及びCO2削減・節電対策や診断に関する不明点を

解消するための相談会を大阪（５月16日（水））と東京（５月17日（木））にて開催いたします。  

 

1. CO2削減・節電ポテンシャル診断事業の概要 

 

（１）CO2削減・節電ポテンシャル診断の内容 

 環境省が派遣する診断機関が、希望する工場やビル等における設備の導入状況のヒアリングや実際の運用状

況の機器による計測等を行い、CO2排出・電力使用の現状を診断します。この結果を踏まえ、CO2削減・節電の

ために有効と考えられる設備導入・運用改善等について、CO2削減・節電の効果、初期投資費用、節電等による

利益、投資回収年数等に関する情報を提供し、事業者における費用効率的な対策の実施を支援するものです。

詳細は募集要領をご覧ください。  

（２）対象事業所 

 

○ 年間CO2排出量が3,000t以上の事業所（工場、事業場） 

（ただし自動車等の排出、民生部門のうち住宅、集合住宅等の排出は含まない）  

○ 一次から三次の募集全体を通じて概ね６０～８０事業所程度を予定しています  

（お申し込みの状況によって変わる可能性があります。）  

○ 対象者の選定にあたっては、部門、業種、温室効果ガスの排出規模、エネルギー計測の有無、地域などのバ

ランス等に配慮し選定します。  

 

（３）費用負担 

 診断機関の派遣による診断（計測を含む）にかかる費用は環境省が負担します。  

（４）公募期間等 



募集区分 公募期間 診断期間（予定） 

   一次募集       平成24年5月7日（月）－平成24年5月25日（金） 

  平成24年6月～    二次募集    平成24年5月28日（月）－平成24年6月8日（金）  

   三次募集    平成24年6月11日（月）－平成24年6月22日（金） 

 

※ 応募書類をもとに選定し、採択の可否をお知らせいたします。実施する診断機関について、 

 

ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。また、希望のない場合は環境省において選定しま

す。 

診断の内容、期間等の詳細は、受診事業所と実施する診断機関とで調整のうえ決定いたします。 

  

※予定事業所数に達した場合、以降の募集を行わないことがあります。  

 

（５）応募方法  

「募集要領」「応募様式」をご確認いただき、応募様式１～２に必要事項をご記入の上、下記提出先まで郵送

または宅配便にてご提出ください。なお、提出部数は正１部となります。  

【提出先】 

宛先  
株式会社 三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 

「ＣＯ２削減・節電ポテンシャル診断事務局」 

住所  〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目１０番３号  

 

○ 郵送または宅配便にてご提出下さい。ご持参、電子メール等では受け付けません。  

○ 提出された書類等は、返却いたしませんので予めご了承下さい。  

○ 提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断で使用いたしませ

ん。  

【提出書類】 

(1) 募集要領[PDF 228KB]  

(2) 応募様式（PDF版）[242KB] / （WORD版）[86KB]  

 

2. 公募説明会・相談会の概要 

 本事業の趣旨等をご理解いただくための公募説明会、及び削減対策や診断に関するご不明点を解消いただく

ための相談会を以下の日程で実施します。相談会では、対策や診断に関する基礎的なご質問から、建物・設備

の状況や対策状況を踏まえたご相談等、診断機関が可能な範囲で対応いたします。事前に申し込みをいただい

た方のみを対象とした相談会となりますので、ご希望の方は公募説明会申込みとご一緒に相談会の申込みもお

願いいたします。 

  

申し込み方法等の詳細はリンク先（http://www.mri.co.jp/NEWS/press/2012/2037862_2212.html#02）をご覧下

さい。  

公募説明会・相談会の開催日時 

開催地域  詳細  

大阪 

開催  

日時  

平成24年5月16日（水）（開場：13:00）  

説明会：13:30－14:30 相談会：14:30-16:30 

会場  
会場 大阪ガーデンパレス 2階「桜」  

住所 大阪府大阪市淀川区西宮原1-3-35 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19859&hou_id=15189
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19860&hou_id=15189
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19861&hou_id=15189
http://www.mri.co.jp/NEWS/press/2012/2037862_2212.html#02


東京  

開催  

日時  

平成24年5月17日（木）（開場：13:00）  

説明会：13:30－14:30 相談会：14:30-16:30 

会場  
会場 ルポール麹町 3階「マーブル」  

住所 東京都千代田区平河町2-4-3 

 

3. 平成24年度自治体ポテンシャル診断支援事業について 

環境省では、平成24年度から、新たに自治体を通じて診断機関による相談・派遣診断を行う自治体ＣＯ２削減

ポテンシャル診断支援事業も行うこととしています。近日中に、事業を実施していただく自治体の公募を行い

ます。  

４. 問い合わせ先： 「CO2削減・節電ポテンシャル診断」事務局 

株式会社 三菱総合研究所（http://www.mri.co.jp/ghg-sakugen24/） 

〒100－8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号 

環境・エネルギー研究本部 「CO2削減・節電ポテンシャル診断」事務局 

電話：0120-626-002 （平日10:00～12:00、13:00～17:30）/メール：ghg-sakugen24@mri.co.jp 

 

 

担当者：環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室  

      竹内、田中  

詳しくは→http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15189 

 

 

○「カーボン・オフセット制度実施規則（案）」に係る意見募集につ

いて（お知らせ） 

 
 市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの排出量を認識し、主体的にこれを削減する

努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について他の場所で実現した温室効果ガスの 

 

排出削減・吸収量で埋め合わせる「カーボン・オフセット」は、温室効果ガスの削減に向けた取組として、 

国内外で注目されており、その件数は年々増加しています。 

 環境省では、カーボン・オフセットの一層の活性化等について検討するため、昨年「カーボン・ニュートラ

ル等によるオフセット活性化検討会」を設置し、検討結果として「我が国におけるカーボン・オフセットの取

組活性化について(中間取りまとめ)」を公表したところです。その中で、取組事例の増加や市場活性化に向け

た方策として、カーボン・オフセット認証主体の多様化が提言されました。  

 

 これを受け、新たな認証プログラムを運営するための基本的事項を定めた「カーボン・オフセット制度実施

規則（案）」を策定しましたので、国民の皆様から広く御意見を募集するため、平成24年5月1日(火)から5月15

日(火)までの間、意見の募集（パブリックコメント）を行います。  

 

．意見募集の対象 

カーボン・オフセット制度実施規則(案) 

２．意見募集要領 

（１）意見募集期間  

平成24年5月1日(火)～平成24年5月15日(火) (12:00締切) 

 ※郵送の場合は、平成24年5月14日(月)必着  

http://www.mri.co.jp/ghg-sakugen24/
mailto:ghg-sakugen24@mri.co.jp


（２）意見提出方法  

次の意見提出様式にならい、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で（３）の意見提出

先へ提出してください。 

 

なお、電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

 

（注意事項）  

・ 御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、 

すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。  

 

・ 頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。  

＜意見提出様式＞  

宛先：環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室  

件名：「カーボン・オフセット実施規則（案）」に対する意見  

住所：  

氏名（会社名／部署名／担当者名）：  

職業：  

電話番号：  

ファクシミリ番号：  

電子メールアドレス：  

意見内容：（対象資料番号及び該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。）  

（３）意見提出先  

[1] 郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2  

環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室宛  

[2] ファクシミリの場合 03-3580-1382  

[3] 電子メールの場合 carbon-offset@env.go.jp 

（郵送の場合は封筒の表面に、ファクシミリ又は電子メールの場合は件名に、 

「カーボン・オフセット制度実施規則(案)に対する意見」と記載してください。）  

４．資料の入手方法 

 資料は、以下により入手可能です。 

（１） 電子政府の総合窓口（ http://www.e-gov.go.jp/ ）の 

パブリックコメントのページを参照(5月1日以降）  

（２） 環境省ホームページのパブリックコメント欄  

（ http://www.env.go.jp/info/iken.html ）を参照(5月1日以降)  

（３） 環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室において配布 

  

５．意見への回答 

頂いた意見・質問への回答及び対応は、下記カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）のホームページに公表

されます。 

・カーボン・オフセットフォーラム（http://www.j-cof.go.jp/）  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課  

    市場メカニズム室 上田、三好、下山   

 

mailto:carbon-offset@env.go.jp
http://www.e-gov.go.jp/
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.j-cof.go.jp/


○工場立地法施行令の一部を改正する政令（案） 

  に対する意見募集について 

 
意見・情報受付締切日 2012年05月25日 

 

詳しくは→http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595112027&Mode=0 

  

 

 

○工場立地法施行規則の一部を改正する省令（案） 

  に対する意見募集について 

 
意見・情報受付締切日 2012年05月25日 

 

詳しくは→http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595112028&Mode=0 

 

 


