
【農林水産省】 

○「新クレジット制度の在り方について（取りまとめ）（案）」に

対する意見の募集の結果及び「新クレジット制度の在り方について

（取りまとめ）」について 

農林水産省が、経済産業省、環境省とともに行った「新クレジット制度の在り方について 

（取りまとめ）（案）」に対する意見の公募（パブリックコメント）について、その結果を 

公表します。 

また、頂いた御意見を踏まえた、「新クレジット制度の在り方について（取りまとめ）」を 

公表します。 

1．背景 

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した。 

2．意見募集結果の概要 

（1）寄せられた主な意見 

制度の簡素化やクレジット需要の活性化等を希望する意見が寄せられました。 

（2）意見提出者数 

26（団体・個人） 

（3）延べ意見数 

64件 



3．「新クレジット制度の在り方について（取りまとめ）」の概要 

今回の「取りまとめ」では、2013年度以降のクレジット制度について、国内クレジット制度及び

J－VER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

れました。 

国内クレジット制度とJ－VER制度の統合に向けて 

クレジットを創出する制度が併存しているわかりにくい状況を解消し、制度の活性化を図る上で、 

2013年度以降のクレジット制度の継続に当たっては、両制度を統合すべきとされました。 

新制度の理念 

（1） 現行の両制度の優れている点を取り入れ、相互補完し、多様な主体が参加できる制度とし

ます。 

（2） 環境の観点からみて信頼が得られるものとするとともに、使いやすく適用範囲の広い利便

性のある制度とします。 

（3） 地域資源の活用による温室効果ガス削減に向けた地域の取組やクレジットの地産地消を後

押しし、地域活性化につながるような制度とします。 

（4） 国際的にも評価され、海外における取組においても参考とされるような内容となることを

目指します。 

 

担当：農林水産省大臣官房環境政策課地球環境企画班 

代表：03-3502-8111（内線3296） 

 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/120802.html 

 

○平成23年度 環境保全型農業直接支援対策の実施状況の公表につ

いて 



環境保全型農業直接支援対策の平成23年度の全国の交付実績（平成24年5月31日時点）等に 

ついて取りまとめました。 

概要 

1．環境保全型農業直接支払交付金（平成23年度から創設） 

化学肥料・農薬を5割以上低減する取組とセットで、地球温暖化防止等環境保全効果の高い営農

活動に取り組む農業者に対し直接交付する環境保全型農業直接支払交付金の交付金額は1,331百

万円となりました。交付件数は6,622件、実施面積は17,009haとなっています。 

 2．先進的営農活動支援交付金（平成23年度で終了） 

平成22年度まで実施されていた農地・水・環境保全向上対策で化学肥料・農薬を5割以上低減す

る取組を行っていた農業者グループに対しては、経過措置として平成23年度に限り支援を継続し、

その交付金額は5,052百万円となりました。活動組織数は2,803組織、実施面積は77,919haとなっ

ています。 

担当：農林水産省生産局農産部農業環境対策課環境直接支払班  

代表：03-3502-8111（内線4748） 

 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/120718.html 

 

【環境省】 

○環境対策に係る模範的取組表彰(大臣表彰)の被表彰者推薦 

の募集について（お知らせ） 

 公害防止について先進的な事業活動や対策技術等を取り入れた事業者等に対する環境大臣賞

の平成24年度の被表彰者について、別途関係自治体等に推薦を依頼するほか、一般からも広く推

薦を募集します。 

 今年度から、表彰対象に地域パートナーシップによる公害防止取組を実施している者を追加し

ました。  

１．目的 

 公害（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭をいう。以下同じ。）



防止について模範的取組を実施している者を表彰し、その取組を広く紹介することによって、我

が国の産業活動における公害防止に役立てることを目的とします。  

２．表彰の対象及び選考手続きについて 

 公害防止に顕著な功績がある個人又は団体のうち、模範的取組を実施している者を対象としま

す。被表彰者は、関係自治体等から推薦があった者のうち特に優れた者について、「環境対策に

係る模範的取組表彰選考委員会」の審査を経て、環境大臣が決定します。 

 なお、一般から推薦いただいた者については、別途関係自治体からも推薦を受けたもののみを

被表彰者の審査対象とします。  

３．推薦の締切 

一般推薦の締切 

平成24年 9月28日（金）  

（関係自治体等からの推薦の締切  

平成24年10月31日（水））  

４．表彰の時期 

表彰は12月を予定しています。（表彰状を授与）  

５．その他 

詳細は別紙「実施要領」及び「被表彰者推薦基準」を御参照願います。 

なお、推薦の様式は別紙「候補者調査書」を御利用ください。  

担当：環境省水・大気環境局総務課  

直通：03-5521-8286  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15519 

 

○平成24年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰について（お知らせ） 

環境省では、平成10年度から、地球温暖化対策を推進するための一環として、毎年、地球温暖化

防止月間である12月に、地球温暖化防止に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、その功績を

たたえるため、地球温暖化防止活動環境大臣表彰を行っています。今般、平成24年度の表彰選考

に向けた公募を開始するので、お知らせします。  

１．対象部門 

（１）技術開発・製品化部門 



 省エネ技術、新エネ技術、省エネ製品、省エネ建築のデザイン等、温室効果ガスの排出を低減

する技術の開発やその製品化に関する功績。  

（２）対策技術導入・普及部門 

 コジェネレーション、ヒートポンプ、新エネ製品、省エネ製品、省エネ型新交通システム、省

エネ建物等、温室効果ガスの排出を低減する技術や製品の大量導入・先導的導入やその普及啓発

に関する功績。  

（３）対策活動実践部門 

 地球温暖化防止に資するライフスタイルの実践活動、地域における効果的な節電に関する実践

活動、植林活動等、地球温暖化を防止する活動の実践等に関する功績。  

（４）環境教育・普及啓発部門 

 地球温暖化について教育資料の開発、情報の提供、学校や市民、企業内における教育活動や 

普及・啓発等に関する功績。  

（５）国際貢献部門 

 地球温暖化防止に資する技術移転、海外での植林、京都メカニズムの実施あるいは実施に向け

た活動等、国際的な地球温暖化防止対策活動に関する功績。  

２．表彰の対象者 

 １．の各部門における顕著な功績のあった個人又は団体（自治体、企業、ＮＧＯ、学校等。共

同実施も含む。以下同じ。）、及び上記の活動において連携や支援を行っている個人や団体を表

彰対象とします。また、表彰対象者は、原則として日本に在住する者又は組織の拠点を日本国内

に置く団体に限ります。ただし、申請内容と同一の活動あるいは功績により、過去に環境大臣の

表彰を受けているものは表彰の対象としません。  

３．申請書提出先 

平成24年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰事務局 

(一般社団法人地球温暖化防止全国ネット) 

〒101-0053 

東京都千代田区神田美土代町9-17 神田第三中央ビル５F 

TEL：03-6273-7785  FAX：03-5280-8100 

E-mail：daijin-hyosyo@jccca.org  

mailto:daijin-hyosyo@jccca.org


 申請書の提出に当たっては、実施要領に従い、所定の様式に必要事頄を記載の上、関係書類と

ともに郵送してください。（一部の様式については、電子メールでの提出もお願いしています。 

４．今後の予定 

・応募の締切・・・・・・ 

平成24年9月14日（金）17：00（必着）  

・受賞者の決定・・・・ 

平成24年11月下旬頃  

・表彰式・・・・・・・・・・ 

平成24年12月中旬頃  

 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15542 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課  

直通：03-5521-8249  

○平成24年度びんリユースシステム構築に向けた実証事業実施地域

の公募について（お知らせ） 

 環境省では平成22年度から、びんリユースシステムの成立要件や推進方策の整理を行うことを

目的に「我が国におけるびんリユースシステムの在り方に関する検討会」（以下「検討会」）を

設置し、平成23年にはびんリユースの利用促進を図るための実証事業を実施しました。今年度も

引き続き、びんリユースシステムの構築に係る情報・経験を集積し広く発信することを目的に、

びんリユースシステム構築に向けた実証事業を予定しており、下記のとおり実施地域を募集しま

す。  

１．事業の概要及び目的 

 循環基本法においてはリデュース・リユースの優先項位がリサイクルよりも上とされており、

容器包装の分野においてもこれらの取組を進める必要があります。平成22年度から開催している

検討会ではリターナブル容器の代表例であるびんのリユースシステム構築を推進するために、び

んリユースシステムの現状把握及び課題や成立条件の整理を行いました。 

昨年度は検討会で得られた知見を活用しつつびんリユースシステムの構築に係る情報・経験を集

積し広く発信することを目的に、実証事業を実施しました。今年度も引き続き、びんリユースシ

ステムの構築に当たっての課題整理等を目的に実証事業を行います。  



２．公募対象事業 

  公募の対象となる事業主体は、一定の地域の範囲内で、販売店、飲食店や飲料メーカー等を

結んでびんリユースに取り組む民間法人、任意団体等です。既にびんリユースシステムが確立し

ている一升びん、ビールびんのリユースは対象外となります。  

３．公募期間 

平成２３年７月３０日（月）～８月２３日（木）（当日必着）  

４．支援内容 

 本公募により採択された事業計画においては、実証事業を実施する上で必要な経費について、

別途、環境省が一般競争入札により選定する事業者に対して事業発注を行います。具体的には、

びんリユース事業の実証主体に対して普及啓発やシステム構築に要する経費の一部を負担しま

す。ただし、事業終了後に資産として残る施設整備や購入金額が５万円以上となる備品等の購入

等は対象としません。 

５．選定方法 

 環境省において、これまでの検討会における議論も踏まえ、びんリユースシステムの構築に係

る情報・経験の集積・発信に資するようなデータを収集するとの趣旨から、実効性、先進性、発

展性・波及性、独自性、関係者との連携といった観点により選定します。  

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 

TEL:０３－５５０１－３１５３（直通） 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15522 

 

○中央環境審議会循環型社会計画部会（第72回）の開催 

について(お知らせ) 

 標記の会議につきましては、下記のとおり傍聴者を募り、公開形式で開催することとなりまし

たので、お知らせいたします。 

１．日時 

平成24年８月９日（木）15：00～17：00 

２．場所 



都道府県会館 １階 １０１大会議室（東京都千代田区平河町２－６－３）  

３．議題 

循環型社会形成に向けた取組に関するヒアリング 

（１）日本リユース業協会 

（２）日本磁力選鉱株式会社 

（３）特定非営利法人ごみじゃぱん  

４．傍聴 

 本会議は公開です。傍聴を希望される方は、８月３日（金）17:00（必着）までに傍聴希望者

ごとにＦＡＸ又は電子メールにより、住所、氏名、電話番号及び（差し支えなければ）所属を御

記入の上、お申し込みください。電子メールでお申し込みの場合は件名を「中央環境審議会循環

型社会計画部会（第72回）傍聴希望」と御記入ください。なお、一般の傍聴が可能な人数は40

名を予定しています。傍聴希望者数がこれを上回った場合には、傍聴希望者の中から抽選により、

傍聴できる方を選定することといたします。その際には、同一社・団体等から２名以上の傍聴希

望があった場合、各社・団体等から１名ずつとさせていただいた上で、抽選を実施いたします。

傍聴券の配布は致しません。傍聴いただけない場合にのみ、その旨メール等で御連絡を差し上げ

ます。  

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課 循環型社会推進室  

直通：03-5521-8336  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15515 

 

【経済産業省】 

○「製品のカーボン・ニュートラル制度」試行事業を開始します 

本件の概要  

 経済産業省は、環境省他関係省庁と共に、算定されたカーボンフットプリント（ＣＦＰ）と同

量のクレジットでオフセットすることで、製品のライフサイクルでの排出量を「ニュートラル」

とする「製品のカーボン・ニュートラル」制度を推進する試行事業を開始します。 

 本試行事業の研究会を平成２４年８月１０日（金）に開催致しますので、お知らせいたします。 

担当：産業技術環境局 環境政策課 環境経済室・環境調和産業推進室 

詳しくは↓ 



http://www.meti.go.jp/press/2012/08/20120801004/20120801004.html 

 

○熱電併給推進室（通称：コジェネ推進室）を設置します 

本件の概要 

 経済産業省は、コージェネレーション（熱電併給型のエネルギーシステム）の導入促進に向け

た行政の機能を抜本的に強化するため、本日、資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課に熱電

併給推進室（通称：コジェネ推進室）を設置するとともに、各経済産業局に担当窓口を設置しま

した。 

 これらの「コジェネ推進チーム」においては、コージェネレーションの導入促進に向けた施策

の企画・立案を行うとともに、コージェネレーション導入等に関する総合的な窓口としてワンス

トップサービスを提供します。 

担当 ：資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課 熱電併給推進室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2012/08/20120801009/20120801009.html 

 

○第２６回国内クレジット認証委員会が開催されました 

～１２０件の国内クレジットを認証～ 

本件の概要  

 本日、７月３０日（月）に第２６回国内クレジット認証委員会を開催し、申請があった１２０

件（国内クレジット量：４９，９６７t-ＣＯ2）について国内クレジットの認証を行いました。 

担当：産業技術環境局 環境経済室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2012/07/20120730006/20120730006.html 

 

○平成24年度グリーン物流パートナーシップ優良事業を募集しま

す！～経済産業大臣表彰・経済産業省局長級表彰について～ 

本件の概要  

 経済産業省は、平成２４年７月２７日（金）から、物流分野における地球温暖化対策に特に顕

著な功績のあった事業者に対し、経済産業大臣表彰及び経済産業省局長級表彰を行うため、優良



事業の募集をいたします。 

 受賞事例につきましては、１２月に開催予定の「グリーン物流パートナーシップ会議」におい

て表彰式を実施する予定です。 

担当： 商務流通グループ 流通政策課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2012/07/20120727001/20120727001.html 

 

○平成２４年度地球温暖化問題対策調査（非エネルギー起源 

温室効果ガス関連地球温暖化対策技術普及等推進事業）の採択候補

を決定しました 

本件の概要  

 経済産業省は、我が国の低炭素技術・インフラ等を通じた途上国における温室効果ガスの排出

削減・吸収への貢献を適切に評価する二国間オフセット・クレジット制度の検討するため、平成

２４年度地球温暖化問題対策調査（非エネルギー起源温室効果ガス関連地球温暖化対策技術普及

等推進事業）を公募し、７月２６日付けで、６件の採択候補案件を発表いたします。 

担当：産業技術環境局 環境政策課 地球環境対策室長 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2012/07/20120726003/20120726003.html 

 

○平成２４年度「地球温暖化対策技術普及等推進事業」（２次公募）

の採択候補を決定しました 

本件の概要  

 経済産業省は、日本国政府が、我が国の低炭素技術・インフラ等を通じた途上国における温室

効果ガスの排出削減への貢献を適切に評価する二国間オフセット・クレジット制度の検討するた

め、平成２４年度地球温暖化対策技術普及等推進事業を公募し、７月２６日付けで、１２件の採

択候補案件を発表いたしました。 

担当：産業技術環境局 環境政策課 地球環境連携・技術室 



詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2012/07/20120726002/20120726002.html 

 

○東京電力株式会社による電気供給約款の変更認可申請を認可しま

した 

本件の概要  

 本日、経済産業省は、５月１１日付けで東京電力株式会社から申請があった、電気供給約款の

変更について、電気事業法第１９条第１頄の規定に基づき認可しました。 

担当：資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力市場整備課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2012/07/20120725005/20120725005.html 

 

○エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づくベンチマークの 

報告結果を公表します（平成２３年度定期報告分） 

本件の概要  

 今般、エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下、省エネ法）に基づく、特定事業者から

報告されたベンチマーク※１の状況について、平成２３年度定期報告分をとりまとめましたので、

その結果を公表します。 

担当：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2012/07/20120725002/20120725002.html 


