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１．環境省「ＣＯ２削減ポテンシャル診断事業」
 目的： 工場やビルにおける投資効果の高い省エネ投資を情報面で支援する。

 予算： 平成22年度 2.5億円、平成23年度 3.6億円、平成23年度補正 4億円、

平成24年度 2.46億円

 概要
文献調査により投資効果の高い技術・対策の調査・特定

希望する企業等に診断機関を派遣し、有効な対策を提案

 プロの診断機関が、エネルギー計測を行い※、設備の運用状況等を踏まえ、
具体的な対策を提案。対策実施に係るコストやＣＯ２削減効果の試算も行う。

 平成22年度 100件、平成23年度 126件、平成23年度補正 170件、

平成24年度※ 60～80件（予定）

企業等の対策実施状況をアンケート等で把握し、重要対策を把握し支援策を検討

 平成23年度からは対策技術実施の阻害要因に関する設問を増加
得られた情報をとりまとめとともに、分析を実施

 MACカーブの作成

 対策の実施率とコストに関する分布図の作成

 ウェブサイト（http://co2-portal.env.go.jp/）等での情報提供
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※診断コース「計測あり」を選択した場合。

※平成24年度より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る。



２．ポテンシャル診断事業の概要

 温室効果ガス削減ポテンシャル診断の内容

 募集対象事業所及び採択する受診事業所数
大規模工場・事業場

100件（工場77件、事業場23件）

募集コース 診断方法

計測なしの
コース

当該事業所がお持ちの既存資料（エネルギー使用状況、保有設備に関する資料、
過去の診断結果等）の分析、現場ヒアリング・現場確認等により診断

計測ありの
コース

当該事業所がお持ちの既存資料（エネルギー使用状況、保有設備に関する資料、
過去の診断結果等）の分析、現場ヒアリング・現場確認等に加えて、現場でのエネ
ルギー計測（数日～2週間程度を予定）を行い、これらの結果を基に診断

 診断期間

 １１月～１月

【受診事業公募要領】
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平成22年度 平成23年度 平成23年度（3次補正）

大規模 計測あり 77 大規模 計測あり 68 大規模 計測あり 53

計測なし 23 計測なし 6 計測なし 11

中小規
模

計測あり 46 中小規
模

計測あり 78

計測なし 6 計測なし 28

合計 100 合計 126 合計 170

診断時期 11～1月 診断時期 夏（6月～9月）・冬
（10月～1月）

診断時期 平成24年1月～



３．受診事業所の業種内訳

業務部門・産業部門共に網羅的にバランス良く採択
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平成22・23年度受診事業所（業務） 平成22・23年度受診事業所（産業）



４．平成23年度３次補正 被災地における受診事業所の業種内訳

業務部門は網羅的にバランス良く採択、産業部門は様々な製造業を採択
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平成23年度補正事業受診事業所（産業）平成23年度補正事業受診事業所（業務）

宿泊業, 飲食サービス業
16%

医療, 福祉
14%

運輸業,郵便業
13%

卸売業,小売業
12%

教育, 学習支援業
12%

不動産業,物品賃貸業
11%

金融業,保険業
5%

学術研究,専門・技術, ｻｰﾋﾞｽ業
4%

生活関連サービス業, 娯楽業
4%

公務
4%

その他
5%

電子部品・デバイス・
電子回路

11%

電気機械器具
10%

金属製品
9%

プラスチック製品
9%

非鉄金属
8%食料品

8%

化学工業
7%

生産用機械器具
5%

窯業・土石製品
3%

輸送用機械器具
3%

木材・木製品
2%

鉄鋼業
2%

建設業
2%

紙・パルプ・紙加工品
2%

ゴム製品
2%

業務用機械器具
1%

印刷関連業
1%

その他の製造業
11%

採択比率
業務：48％ 産業：52％



５．受診事業所の地域内訳

３次補正事業においては特定被災地方公共団体※に所在する事業所をバランス良く採択
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宮城
31%

福島
25%

茨城
21%

岩手
9%

栃木
8%

千葉
6%

青森
1%

※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び
助成に関する法律で定める特定被災地方公共団体



６．診断の満足度・満足ポイント（平成22年度 受診事業所アンケート調査より）

満足ポイント① 体系的に整理できた

 検討すべき項目を整理できた。
 診断結果に実施検討可能な対策がきちんと提案されていた点。
 省エネ可能な設備の概算金額が把握できた。
 対策メニューが豊富であり、簡潔にまとめられている。

受診事業者の約３分の２から一定以上の評価

満足
17%

やや満足
32%

普通
25%

やや不満足
21%

不満足
5%

 満足度内訳 （N=57 ）
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 省エネルギーのポイントが数字やビジュアルで確認出来た。
 電力の測定器（30点）を設置して貰い、日頃把握出来ない

消費傾向を知る事が可能となり、役立ちました。
 エネルギー消費の時間的な流れが見えた。

満足ポイント② わかりやすく見える化できた



７．診断の満足ポイント（平成22年度 受診事業所アンケート調査より）

計測を含む見える化や、提案内容に一定の評価
専門家の意見に満足の声も多数

満足ポイント③ 優れた提案内容であった

 省電面についてアドバイス、評価をいただけた。
 エネルギー削減に対する新しい考えを聞くことが出来た。
 非常に詳しい人を派遣していただいた。削減方法についての提案内容。
 データ取りを細部にわたり実施していただき、今後の省エネ活動につながる有用な診

断情報を提供していただいた。
 空調、コンプレッサー周りについては、取組みにくい部分であるが、見るべきポイントを

分かりやすく指摘してもらえた。
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不満足ポイント① 計測して欲しかった （平成22年度事業「計測なし」コースの受診事業者より）

 計測を伴わない診断であったため、弊社の実態が充分解明できなかった。
 「計測あり」を希望したが、「計測なし」になってしまった。

不満足ポイント② 診断期間が短かった （平成23年事業からは診断期間を充分に確保）

 診断機関が短く、資料提出が多かった。
 現地調査が短かった。
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８．Webサイトで情報公開

Webサイトにて診断等で得られた対策技術を公開中

http://co2-portal.env.go.jp/
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９．Webサイトツール 「簡単ＣＯ２削減対策チェック」

「簡単ＣＯ２削減対策チェック」で自社の対策実施状況の見える化が可能

http://co2-portal.env.go.jp/
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１０．Webサイトツール 「補助制度」

「補助制度」では国及び各地方公共団体の補助制度の確認が可能

http://co2-portal.env.go.jp/

確認したい
地方公共
団体を選択

省エネ・ＬＥＤ
・太陽光発電
から選択



（参考資料）

関連施策
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環境省 関連施策

CO2削減ポテンシャル診断・対策提案事業 （2.46億円）
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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対策技術を提案することにより、事業者における費用効率的な
対策の実施を支援する。（対象：3,000t-CO2/年以上の事業所、件数：60-80件、 5/7-6/22公募期間中）

先進対策の効率的実施による業務CO2排出量大幅削減事業 （10億円）
既存の業務ビルを対象に、先進対策（BAT）を組み合わせた削減約束の申請、費用対効果の高い順の選
択（リバースオークション）、排出枠の取引による総量削減等を組み合わせて、CO2排出抑制設備の整備
に対する補助金を交付することにより業務部門の既存建築物から効率的に大幅な総量削減を目指すもの。

カーボン・オフセット及びオフセット・クレジット（J-VER）制度の推進事業 (9.1億円)
カーボン・オフセットについては、各種セミナーの開催やイベント出展を行うなど、事業者・消費者への普及
促進策を強化し、カーボン・ニュートラル認証制度については、制度の運営や試行事業を通じた先進事例
の発掘を通じ、信頼性を担保しながら指針・基準を使いやすくし、J-VER制度については、引き続き対象プ
ロジェクト種類の追加や認証プロセスに関する制度利用者への支援を行う。

地域における市場メカニズムを活用した低炭素化推進事業 （1.88億円）
市場メカニズムを活用した温室効果ガス削減等の取組を地域ぐるみで行うものに対し、実施体制の構築・
効果検証等を支援する。

家庭エコ診断推進基盤整備事業 （2.57億円）
家庭の省ＣＯ２や省エネに対するきめ細やかなアドバイスを行う「環境コンシェルジュ」制度の創設に向け
た基盤整備として、この制度の中核となる家庭向けエコ診断の効果検証、手法改善、中立性を担保する
仕組みの検討等を進めるとともに、民間企業による試行等の将来の普及体制イメージに則した実証事業
を実施。企業における従業員の家庭を対象にしたエコ診断も実施。



診断機関が事業者に対し計測を含む詳細な診断を実
施し、CO2削減の対策技術の提案を行う
対象：全国の大規模（排出量年３千トン以上）

の事業者
規模：60-80件程度
公募期間：5/7-6/22 現在受付中

平成24年度 CO2削減ポテンシャル診断・対策提案事業 2.46億円
排出量の大きい（年間3,000t-CO2）事業者に対しCO2削減ポテンシャル診断を実施し、投資回収
年数３年未満の経済性の高いCO2削減対策投資・対策を促進する。

事業者規模により診断への対応能力は異なることから、それぞれの特徴にあわせて二つのメ
ニューを用意し、診断後の対策実施率を高める。

ウェブサイトや相談会等により事業者へ広く効果的な対策メニューを周知することで中長期的な事
業者のCO2削減対策を促進する。

ポテンシャル診断実績 : 平成22年度 100件、 平成23年度 126件

CO2削減ポテンシャル診断 自治体ポテンシャル診断支援
自治体を通じて、診断機関による簡易相談・派遣診断
を行うとともに、診断後のフォローアップも行う
対象：自治体内に所在する中規模（排出量

年６千トン未満３千トン以上）の事業者
規模：５自治体

×（相談・診断合わせて）１００件程度

高効率照明（Hf等）

LED照明

超高効率変圧器

ポンプ等の制御機器

高効率空調

その他

H22実績例
（工場）

環境省から専門家を派遣

運転状況等の個
別事情を踏まえた
経済性の高い対
策を提案

診断 対策提案

事業者のCO2削減対策を推進

事業者の排出規模に合わせて２つの
メニューでがんばる事業者を応援

平成24年度から
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○ 見える化機器を活用し、テナントや従業員
等が運用改善に努力
○ 削減約束量を上回る削減を達成した場合
に排出枠を付与することにより、運用改善のイ
ンセンティブ強化

先進対策の効率的実施による業務CO2排出量大幅削減事業(１０億円)

必要性

概要

① CO2排出増に歯止めのかからない業務部門（90年比32％増）における対策が急務
② 排出量の大部分を占める業務ビル等の膨大な数の既存ストックへの対策が最重要

③ 対策の費用対効果と効率性を高め、かつ総量削減を担保することにより、業務ビル等の大量の既存ス
トックにおいて安く、大量かつ確実にCO2を削減することが必要

排出量
大幅

関係者全員の削減努力を最大限引き出すため、市場メカニズムを活用

リバースオークションによる
効率的な先進対策導入

約束の超過削減への排出枠付与による運用改
善のインセンティブ

先進対策

運用改善

排出枠取引による総量削減

○ 事業者は、環境省指定の先進対策
BAT（高効率照明、高効率空調、断熱等）を
組合せ、削減約束値とともに申請
○ １トンの削減に必要な補助額の小さい
順から採択（リバースオークション）し、補助
することで、費用対効果と効率性の高い削
減対策を実施。

○ 削減が約束量を下回る場合には排出枠購
入により目標達成に活用

＋
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設備導入と運用改善により、業務部門の既存建築物から効率的に大幅な総量削減



＜カーボン・オフセット＞

市民・企業等が、自身の温室効果ガスの排出量を認識し、削減努力を行った上で、
どうしても削減できない部分を、他の場所の削減・吸収量（クレジット等）で埋め合わせること

J-VER制度を活用したカーボン・オフセットの取組促進を通じ、京都議定書や中長期目標の達成に貢献
するとともに、中小企業や農林分野を含めた国内投資の促進、雇用促進につなげ、地域活性化に寄与

家庭やオフィス、移動（自動
車・飛行機）での温室効果ガス
排出量を把握する

省エネ活動や環境負荷の少ない
交通手段の選択など、温室効果
ガスの削減努力を行う

削減が困難な排出量を把握し、
他の場所で実現したクレジットを
購入または他の場所での排出
削減活動を実施

対象となる活動の排出量と
同量のクレジットで埋め合わ
せ（相殺）する

事業概要

・ カーボン・オフセットに関する相談、認証取得支援
・ カーボン・オフセットEXPO（マッチングイベント）などを
通じ、環境先進企業や地方自治体等、様々な取組主体と
の連携を通じ、事業者・消費者への理解浸透拡大
・ 会議イベントオフセット等、重点取組分野での普及促
進

・ オフセット・クレジット(J-VER)制度※の運営
（J-VER認証、新規プロジェクト種類の承認等）

カーボン・オフセット及びオフセット・クレジット（J-VER）制度の推進事業 (9.1億円)

・ カーボン・ニュートラル認証制度の運営や試行事業を通
じた、制度の適切な普及

適切なカーボン・オフセットの普及 信頼性の高いクレジット（J-VER）の創出

・ J-VERプロジェクト実施者への支援 （認証プロセス支援、
協議会等を通じた地方マッチング支援等）

※J-VER制度 ［Japan-Verified Emission Reduction］
国内のプロジェクトによる温室効果ガスの排出削減・吸収量を、オフセットに用いるク

レジット（J-VER）として認証する制度。ISOに準拠した形で2008年11月よりスタート。
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市民参加のCO2排出量
取引制度（広島市）

ふくおかカーボンクレ
ジット（福岡市）

高知県オフセット・クレ
ジット制度（高知県）

大阪版カーボン・オフ
セット（大阪府）

DO YOU KYOTO?クレジット（京都市）
※京都府・京都市の連携(検討中）

新潟県カーボン・オフ
セット制度（新潟県）

北海道カーボン・アクション・
フォーラム（北海道）

・なかのエコポイン
ト（中野区）
・みなと節電チャレ
ンジ（港区）

＜地域ぐるみの自主的な取組の例＞

地域における市場メカニズムを活用した低炭素化推進事業 （1.88億円）

市民を巻き込んだ温暖化対策の充実や、東日本大
震災を契機とした電力需給逼迫への対応のため、地
域の活性化も視野に入れつつ、地域ぐるみで市場メ
カニズムを活用した取組を行う先進事例がみられて
いる。
このため、これを継続的な取組へつなげつつ、全

国的に広めていくことが必要。

地域ぐるみの取組を支援
市場メカニズムを活用した温室効果ガス削減等の

取組を地域ぐるみで行うものに対し、実施体制の構
築・効果検証等を支援。

先行事例を基に課題・成果を共有・整理し、他地域
でも活用可能な取組手法・評価手法の確立を図るこ
とにより、取組の全国展開を目指す。
費用効率的な取組の実証による地域の参加
の促進
課題・成果の共有、制度運営コストの低減
地域を越えた連携のための共通的な基盤
の整備

ストップ温暖化ポイント
カード（静岡県）

山形方式節電県民運動
（山形県）

とちぎカーボン・オフ
セット制度（栃木県）

炭素会計システムと低炭素社会
創造実現プラン（下川町）

背景

事業内容

効果
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CO2
・「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」において位置付けられた「環境コンシェルジュ制度」の基盤整備
・各家庭のCO2排出量の内訳推計と効果的な対策の提案（家庭エコ診断）により、具体的な行動を後押し

家庭エコ診断推進基盤整備事業

温暖化対策のために何かしたい！

ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ラ
イ
フ

温暖化につい
て知りたい！

チャレンジ
２５

等の普及
啓発

①「気づき」の
提供

環境
コンシェルジュ 固定価格

買取制度

環境対応車税
制優遇

エコポイント等

各種補助金

エコリース

③実際の行動
の後押し

②具体的な行動
の提案

個々の家庭のCO2排
出状況を診断し、家
庭に合った効果的な
対策を提案

１．環境コンシェルジュの役割 個々の家庭のCO2排出量の
内訳を推計し、どこが
ポイントかわかる！

ランキングで、自分の
低炭素化ライフを評価

光熱費とCO2削減効果の大き
い対策を提案！！

２．診断の内容

自治体

診断実施
団体

診断実施
民間企業

診断実施
団体

分野横断的な
全国規模の
コミュニティ

地域のコミュニティ
地域の低炭素化事業など
の一環として実施

民間企業のサービスの
一環として実施

診断員

診断

自治体

診断実施
団体

事務局（診断支援体制の確立）

診断ツールの提供、
資格制度による診断員の供給
コミュニティサーバの運用

３．将来の体制イメージ

地域センターの実施の
他、
Ｈ２３年度は19自治体に
て試行実施

Ｈ２３年度は
２社試行実施

H23年度は約8,000世帯で診断実施



・平成２３年度において、電力需給の逼迫を背景に推進されている事業活動のCO2削減・節電対策に加え、従業員の家庭での
取組の一助となるように企業単位での「家庭エコ診断」を実施。

・首都圏（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川及び静岡）を中心とした事業者を募集。

従業員に対する家庭エコ診断について

１．受診結果

２．診断結果（夏期）

３．事業者（事業所）の声

夏期診断（６～９月）と冬期診断（１０～１月）において、計１６４事業者（２９７事業所）にて受診。

１～２ヶ月後のアンケートで、各従業員が自分の家庭で「実施した」と回答があった対策メニュー
（電気のみ）の想定削減効果から、年間の増減量を推定。 （回答率８２％）

平均１０．３％ 平均３．３％

事業者（事業所）に
アンケートを実施。
（回答率６８％）

７８％が満足と
回答

本年度は、個々の家庭及び企業
の従業員に対する診断について、
６月より申込受付を開始する予定。

問合せ先： 一般社団法人地球温
暖化防止全国ネット



ご清聴どうもありがとうございました。
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