
 

○「カーボン・オフセット ビジネス活用セミナー2012」～成功事例

に見る、低炭素時代のビジネスチャンス！の開催について（お知らせ） 

 
・環境省では、低炭素社会の構築に向けて、市民、企業、NPO、自治体等が主体的に温室効果ガスの排出削減を 

進めていくことができる取組であるカーボン・オフセットの信頼性の確保と普及に努めているところです。  

 

・今般、商品やサービス等にカーボン・オフセットの付加価値を付与して販売・利用促進を図るなど、新たな

ビジネスチャンスにつなげるためのカーボン・オフセットの活用促進と認知度向上を目的とし、「カーボン・

オフセット ビジネス活用セミナー２０１２」～成功事例に見る、低炭素時代のビジネスチャンス！を開催す

ることとしました。  

 

１．本セミナーの開催目的 

 本セミナーは、企業や地方公共団体の実務担当者にお集まりいただき、商品やサービス等にカーボン・オフ

セットの付加価値を付与して販売・利用促進を図るなど、様々な業種においてビジネスヒントを掴んでいただ

くことを目的として開催します。 

 本セミナーでは、カーボン・オフセットを企業活動等に取り入れていただけるよう、カーボン・オフセット活

用事例の紹介や環境省関連施策の紹介を通じてカーボン・オフセットに取り組むことの効果を具体的にお伝え

しますので、カーボン・オフセットを初めて知る方にもわかりやすいセミナー内容となっております。  

２．開催日程(当日に若干変更する場合もあります) 

 本セミナーは下記の日程で開催します。 

 企業や地方公共団体の実務担当者など、多くの皆様のご参加をお待ちしています。  

【日時】 平成24年8月7日（火） 13：00～16：50  

【会場】 サンケイホール（大手町サンケイプラザ）  

【規模】 300名 参加費無料（事前登録制）  

【主催】 環境省  

【プログラム】  

12：30  

開場  

13：00～13：10  

【開会挨拶】環境省  

13：10～13：40  

【基調講演】「CO2排出ゼロ宣言」で環境トップブランドを獲得  

～先進的な取り組みの背景と成果を語る  

講師：日本興亜損害保険株式会社 代表取締役社長 二宮 雅也氏  

13：40～14：00  

【事例発表1】「環境配慮型主力商品のオフセットで業績向上に成果」  

講師：住友スリーエム株式会社 コーポレート・プロセス・イノベーション本部  

環境マネージメントグループ 担当マネジャー 桜井 冨美夫氏  

14：00～14：20  

【事例発表2】「積極的なオフセットでブランドイメージ向上」  

講師：トッパン・フォームズ株式会社 営業統括本部 営業推進本部  

営業戦略部長 巣山 幸一氏  

14：20～14：40  



【事例発表3】「カーボン・オフセットで、農産物のブランド化と地域のCO2排出削減」  

講師：山梨県南アルプス市 総合政策部 地球温暖化対策室  

環境政策担当 樋泉 孝司氏  

14：40～15：00  

【事例発表4】「カーボン・オフセットの戦略的活用で地域産業を活性化」  

講師：北海道紋別市 産業部 農政林務課  

参事（森林認証担当） 徳正 修一氏  

15：10～15：30  

【環境省関連施策紹介】「カーボン・オフセットに活用可能な新クレジット制度の概要」  

講師：環境省 地球環境局 地球温暖化対策課市場メカニズム室  

※10分間の説明の後、10分間の質疑応答時間を設定  

15：40～16：50  

【パネルディスカッション】  

～環境経営のトップランナーが集結～新たな「環境価値」で、ビジネスに勝機を！  

● パネリスト  

カルビー株式会社 CalNeCo 事業部 事業部長           

加藤 孝一氏 

佐川急便株式会社 総務部 総務担当部長（環境担当） 

石野 順三氏 

トヨタ自動車株式会社 環境部長 

田中 定裕氏 

株式会社リコー 社会環境本部 審議役 

則武 祐二氏 

● コーディネータート  

選定中  

※事例発表は、各セッション講演15分、質疑応答5分で計20分の予定です。  

３．参加申込について 

 本セミナーへの参加は事前登録制です。参加を希望される方は、以下の申込ウェブサイトからご登録くださ

い。 

なお、参加費は無料です。  

○申込ウェブサイト：  

https://www1.entryform.jp/carbonoffset-seminar/  

 本セミナーは、環境省の委託を受けた三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社が担当しております。 

 

 また、本セミナーの参加申し込み受付業務は、環境省の委託を受けた、株式会社日経ＢＰコンサルティング

が担当しております。 

参加者の情報は、同社及び環境省が本セミナーの参加受付の整理の目的に限り利用します。 

 詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15443 

 

 

https://www1.entryform.jp/carbonoffset-seminar/


 

○「エコ・アクション・ポイントに関するガイドライン」の改訂につ

いて（お知らせ） 

 環境省では、経済的インセンティブを付与することで国民一人ひとりの環境配慮行動（エコアクション）を

促す取組を進めるため、環境配慮型商品・サービスの購入・利用等の環境配慮行動を行った場合に、様々な商

品等に交換できるポイントが貯まるエコ・アクション・ポイントプログラムを推進しています。 

 この度、平成23年３月に策定したガイドラインVer1.0以降の社会ニーズの変化や知見の集積等を踏まえ、プ

ログラムに参加しようとする様々な立場の方々に、環境配慮型の東日本大震災被災地支援等の幅広い用途に御

活用いただくことを目的として、「エコ・アクション・ポイントに関するガイドラインVer1.1」を策定しまし

た。  

1. エコ・アクション・ポイントの概要 

 エコ・アクション・ポイントとは、国民参加による温暖化対策の切り札として、経済的インセンティブを付

与することで国民一人ひとりの環境配慮行動（エコアクション）を促す取組を進めるため、環境省が平成20～

22年度にモデル事業を実施したポイントプログラムです。環境配慮型の商品・サービスの購入・利用等の環境

配慮行動を行った場合に、様々な商品等に交換できるポイントが貯まるもので、全国のあらゆる業種・業態の

事業者が参加できる仕組みが構築されています。 

 

 エコ・アクション・ポイントは平成23年度以降、民間事業者が運営主体となって実施されており、環境省は、

プログラムの信頼性及び公平性を確保するため、プログラムの運用状況のチェック・評価や、必要に応じた本

ガイドライン等の見直しを行っています。  

2. 本ガイドラインの構成 

 本ガイドラインは、エコ・アクション・ポイントプログラムに参加しようとする様々な立場の方々にエコ・

アクション・ポイントの趣旨や具体的な内容、参加の手順等の御理解を得て、積極的な参加を促すことを目的

として作成したものです。 

 

 本ガイドラインは  

（１）エコ・アクション・ポイントに関するガイドライン（本冊）  

（２）エコ・アクション・ポイントの登録・承認基準 （別冊）  

（３）エコアクションの温室効果ガス削減効果算定事例 （参考資料）  

 から構成されています。エコ・アクション・ポイントプログラムの運用に必要な基本的情報は本冊に集約し、

対象とするエコアクション（環境配慮型商品の購入、環境配慮型サービスの利用、その他の環境配慮行動）を

登録する際の具体的な承認基準や手続・ルール等は、別冊に整理しています。また、参考資料として、エコア

クションの温室効果ガス削減効果の算定事例も作成しています。 

 

 本ガイドラインの全文については、以下の環境省ホームページに掲載しています。  

＜エコ・アクション・ポイント＞  

http://www.env.go.jp/policy/eco-point/top.html  

 

http://www.env.go.jp/policy/eco-point/top.html


3. ガイドライン改訂の趣旨 

 平成23年３月に策定したガイドラインVer1.0以降の社会ニーズの変化や知見の集積等を踏まえ、プログラム

に参加しようとする様々な立場の方々に、環境配慮型の東日本大震災被災地支援等の幅広い用途に御活用いた

だくため、以下の改訂を行いました（別紙１）。  

（１）環境配慮型の東日本大震災被災地支援等のより幅広い用途への活用を促すため、本プログラムで対象と

するエコアクションを拡充した。  

（２）上記（１）と同様の趣旨から、本プログラムを活用・応用することが可能と考えられる事業モデル例の

拡充を行った。  

（３）エコアクションの温室効果ガス削減効果算定事例について、より分かりやすい表現への修正等を行った。  

 なお、本ガイドラインは、平成23年度エコ・アクション・ポイントプログラム検証等検討会（別紙２）の専

門的な助言等を得て改訂しました。  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15442 

 

 

 

○「新クレジット制度の在り方について（取りまとめ）（案）」につ

いての意見・情報の募集（パブリックコメント）について 

 
農林水産省は、経済産業省、環境省とともに、「新クレジット制度の在り方に関する検討会」を設置し、2013年度以降の 

国内クレジット制度とオフセット・クレジット（J-VER）制度の在り方について検討を行ってきたところです。 

今般、本検討会において、「新クレジット制度の在り方について（取りまとめ）（案）」がまとめられ、2013年度以降の 

国内クレジット制度とオフセット・クレジット（J-VER）制度の統合について提言されるとともに、統合に当たって検討 

すべき諸論点について方向性が示されました。 

この「取りまとめ（案）」について広く皆様から御意見をいただくことを目的として、パブリックコメントを実施いたします。  

 

1．背景 

国内クレジット制度、J-VER制度は、温室効果ガスの削減量等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ことを目的と

して開始された制度です。 

一方、J-VER制度は、自らの活動に伴い発生する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

殺するカーボン・オフセットの取組により、国内における排出削減・吸収を一層促進することを目的として開

始された制度です。 

両制度とも京都議定書の約束期間である2012年度末を制度の一旦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、方法論の内容等で共通する部分が増えてきているほか、 



活用目的も近接してきたため、事業者にとっては分かりづらい状況が存在していました。 

このため、関係省で検討会を設け、2013年度以降の制度の在り方について検討を行ってきました。 

今回の「取りまとめ（案）」では、現行の両制度の評価を行った上で、2013年度以降のクレジット制度につい

て基本的な視点を整理し、両制度の統合を提言するとともに、統合に当たって検討すべき諸論点について方向

性が示されています。 

2．関連資料の入手方法 

 電子政府の総合窓口（e-Gov）にて掲載しています。こちらからご覧ください。 

URL：http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public 

また、農林水産省 大臣官房 環境政策課 地球環境対策室（北別館3階 ドアNo.北309）においても配布していま

す。 

3．意見・情報の募集 

 (1)期限 

平成24年7月11日（水曜日）17時00分（必着） 

（郵便の場合は当日までに必着のこと） 

(2)提出方法 

次の(ア)から(ウ)までのいずれかの方法でお願いします。 

(ア)インターネットによる提出の場合 

以下のアドレス（電子政府の総合窓口（e-Gov））から提出することができます。 

URL：http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public 

(イ)郵便による提出の場合 

宛先:〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関 1-2-1 

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 松下、中西、鈴木宛て 

(ウ)ファクシミリによる提出の場合 

 FAX:03-3591-6640 

 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 松下、中西、鈴木宛て 

 4．意見・情報の提出上の注意 

提出の意見・情報は、日本語に限ります。 また、氏名（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当

者名） 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public


・住所・電話番号・ファクシミリ・電子メールアドレスを記載してください。 なおご提出いただいた個人情報

については、お問い合わせの回答や確認のご連絡に利用しますが、個人や法人を特定できる情報を除き、公表

する場合もありますのでご了承願います。  

郵送の場合には、封筒表面に「新クレジット制度の在り方について（取りまとめ）（案）に対する意見」と朱

書きいただきますよう、また、ファクシミリでお送りいただく場合は、表題を同じくしていただきますようお

願いします。  

なお、電話での意見・情報はお受けしませんのでご了承願います。また、いただいた意見に対する個別の回答

はいたしかねますので、その旨ご了承願います。  

意見・情報の募集は、経済産業省及び環境省においても同時に実施されております。 

意見・情報は農林水産省、経済産業省又は環境省のいずれかに提出いただければ、三省において考慮されるこ

ととなりますので、同じ意見をそれぞれの省に提出していただく必要はありません 

 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/120628.html 

 

 

 

 

○「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」の結果について 

 

1.概要 

平成24年6月20日（水曜日）から22日（金曜日）にかけて、リオデジャネイロ（ブラジル連邦共和国）で 

「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」が開催されました。  

2.日時・場所 

日時：平成24年6月20日（水曜日）～22日（金曜日） 

場所：リオデジャネイロ（ブラジル連邦共和国） 

3.出張者 

角田 豊 国際部審議官、榎本 雅仁 大臣官房環境政策課長 ほか 

4.結果概要 

本会合では、持続可能な開発等をテーマとした成果文書「我々の求める未来（THE FUTURE WE WANT）」が採択

されました。 

 同文書は、(1)グリーン経済は持続可能な開発を達成する上で重要なツールであり、それを追求する国による 

共通の取組として認識すること、(2)持続可能な開発目標（SDGs）について政府間交渉のプロセスの立ち上げ、 

などを主な内容としています。 



農林水産分野では、各国の多様な農業を考慮した持続的な農業生産の増大と生産性の向上や、被投資国・小農

を含む現地の人々・投資家の三者が裨益するような「責任ある農業投資原則（PRAI）」などが文書に盛り込ま

れています。 

5.その他 

6月13日（水曜日）～22日（金曜日）の間、日本パビリオンが設置され、持続可能な農林水産業に関する展示を

行うとともに、22日には「自然からの贈り物～みんなで守り活かす森・里・海～」セミナーを実施しました。 

（この他、18日（月曜日）にはFAOのセミナーにおいて角田 国際部審議官が世界農業遺産（ジアス）について

講演）また、20日（水曜日）には、FAOミューラー天然資源管理・環境局長及びクーハフカン土地・水資源部長

と、世界農業遺産（ジアス）等について意見交換を行いました。 

参考資料 

外務省ホームページ「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/rio_p20/gaiyo.html 

 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/120625.html 

 

 

 

○「第8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6月27日 

（水曜日）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8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。 

この度、第8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6月27日（水曜日） 10時00分～（2時間程度）  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/rio_p20/gaiyo.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/b_kenntou/index.html


会場：経済産業省 別館10階 1028号会議室 

所在地：東京都 千代田区 霞が関 1-3-1 

3.議題 

・最近の情勢について  

・バイオマス事業化戦略について 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/120622.html 

 

 

○カーボン・オフセット制度説明会の開催について（お知らせ） 

 
・環境省は、平成23年度に開催された「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」で、活性

化方策の一つとしてカーボン・オフセット認証主体の多様化について提言されたことを契機に、それぞれ別の

体制で実施していた「カーボン・ニュートラル認証制度」と「カーボン・オフセット認証制度」を1つの制度と

して統合した「カーボン・オフセット制度」を創設しました。  

 

・今般、カーボン・オフセット制度の普及啓発を目的に、制度の概要を紹介する「カーボン・オフセット制度

説明会」を開催します。  

 

１． 日時 

2012年7月17日（火） 14:00～16:00 

２．場所 

商工会館 ６Ｇ会議室 http://www.jade.dti.ne.jp/~shoko-on/pdf/goannai.pdf 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2  

３．内容 

カーボン・オフセット制度の概要 

※また、あわせて地方発カーボン・オフセット認証取得支援事業公募説明会も開催いたします。 

４．申込方法 

【参加申込について】  

 参加を希望される方は、[1]ご所属 [2]氏名 [3]メールアドレス [4]電話番号 [5]交通手段及び出発地最

寄駅を記載の上、info@j-cof.orgまでメールにてお申し込みください。  

 当日はCO2排出削減のため、なるべく公共交通機関をご利用ください。 

なお会場の電力使用、関係者・参加者の移動に伴い排出されるCO2をオフセットするため、お申し込みの際に交

通手段及び最寄り駅の登録にご協力お願いします。  

http://www.jade.dti.ne.jp/~shoko-on/pdf/goannai.pdf
mailto:info@j-cof.org


５．お問い合わせ窓口 

 カーボン・オフセットフォーラム事務局  

担当： 細埜・野地  

TEL： 03-5776-0402  

E-mail： info@j-cof.org  

 

６．個人情報の取扱いについて 

 本イベントの申込受付は、環境省より委託を受け一般社団法人海外環境協力センター内カーボン・オフセッ

トフォーラム事務局が担当しております。参加希望者の情報は、当社団及び環境省が当イベントの参加受付の

整理の目的に限り利用します。 

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、info@j-cof.orgまでご連絡下さい。  

 

７．参考 

 カーボン・オフセット制度については、以下のWEBサイトをご覧ください。 

○環境省  

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html  

○カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）  

http://www.j-cof.go.jp/  

○カーボン・オフセット制度（事務局：気候変動対策認証センター）  

http://www.jcs.go.jp/index.html  

○オフセット・クレジット（J-VER）制度（事務局：気候変動対策認証センター）  

http://www.j-ver.go.jp/  

○カーボン・オフセット推進ネットワーク（CO-Net）  

http://www.carbonoffset-network.jp/  

 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15408 

 

 

 

 

○地域環境データベースの開設について（お知らせ） 

 

 
この度、市民、ＮＰＯ、企業、自治体等、地域で環境保全活動を行っている方々、これから始めるという方々

に活用していただけるよう、環境省、各地方環境事務所等のウェブサイトに掲載されている情報の中から環境

情報等の課題の概略やその改善に向けた取組事例、取組に当たって手助けとなる情報を選び出してデータベー

ス化し、新たに地方環境事務所のＨＰ上に「地域環境データベース」として開設しました。環境省のHPではな

く各地方環境事務所のHPに掲載されますが、広く周知及び閲覧をして頂きたいため、お知らせします。  

１．地域環境データベース開設の背景及び趣旨 

 近年、地球温暖化の防止や生物多様性の保全といった環境保全上の課題への取組を強化するために、市民、

mailto:info@j-cof.org
mailto:info@j-cof.org
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.j-cof.go.jp/
http://www.jcs.go.jp/index.html
http://www.j-ver.go.jp/
http://www.carbonoffset-network.jp/


企業、ＮＰＯ、自治体といった地域の様々な主体がそれぞれの課題を「自分ごと」として捉えて主体的に活動

すること、必要に応じて地域の各主体と協働して活動することの重要性が高まってきています。 

 また、2011年8月の環境教育法の改正により環境保全活動や環境教育をより促進する規定が追加されたこと、

2014年に「国連持続可能な開発のための教育の10年」の最終年会合が我が国の愛知県・名古屋市及び岡山市に

おいて開催されることが決定したことを受け、地域の各主体の取組支援を強化することが求められています。 

地域で環境保全活動を行っている方々、又はこれから活動を始めようという方々を効果的に支援するためには、

環境保全の各分野の基礎的な情報や地域ごとの情報、分かりやすいパンフレット、具体的な取組事例等の情報

を簡便に入手できるような手段を用意することが重要です。 

 以上のことから、この度、これらの情報を「地域環境データベース」という形で提供するウェブサイトを開

設することといたしました。 

このデータベースが環境省等のウェブサイトの入口として活用していただけるよう、今後、掲載内容の充実を

図っていきます。  

２．地域環境データベースに掲載される主な情報 

1) 環境保全の各分野の課題や対策について分かりやすくまとめたパンフレット、主な法令の概要資料等  

（例） 「ＳＴＯＰ ＴＨＥ 温暖化 2012」 

「わたしのまちのリサイクル ～分けた資源はどうなるの？～」  

 

2) 市民、企業、ＮＰＯ、自治体といった地域の様々な主体が活動を行うに当たって手助けとなるような、 

環境保全上の課題の現況に関する情報、取り組むに当たっての手引  

（例）容器包装分別収集事例集  

 

3) 具体的な取組事例や優良事例、各地方環境事務所が収集・整理した情報  

（例） 平成２２年度中部地方の都市生態系における希少種保全活動 

九州・沖縄地方地球温暖化影響・適応策の検討  

 

３．アクセス方法 

全国の地方環境事務所ホームページで閲覧できます。 

ｷ 北海道地方環境事務所  

ｷ 東北地方環境事務所  

ｷ 関東地方環境事務所  

ｷ 中部地方環境事務所  

ｷ 近畿地方環境事務所  

ｷ 中国四国地方環境事務所  

ｷ 九州地方環境事務所  

＜URL http://www.env.go.jp/region/redb/＞※各事務所共通 

 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15402 

 

 

 

http://www.env.go.jp/region/redb/

