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・CO2削減ポテンシャル診断推進事業のうち、
低炭素機器導入事業の概要

・先進対策の効率的実施によるCO2排出量
大量削減事業（ASSET事業）の紹介

・CO2削減における環境省の取り組みについて



CO2削減ポテンシャル診断推進事業のうち、
低炭素機器導入事業の概要
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低炭素機器導入事業について

環境省

参加事業所
工場・事業場

（排出量3,000t-CO2未満/年）公募・採択、補助金（上限1１0万円）

応 募

補助金

選定

・計測による設備毎のエネルギー使用状況把握
・現場に最適な削減対策実施案の策定

CO2削減ポテンシャル診断

事務局
非営利法人

診断機関
発注、支払

CO2削減ポテンシャル診断推進事業

参加事業所

公募・採択、
補助金（定率：1/3(中小企業1/2)上限2,000万円)

応 募

補助金環境省 事務局
非営利法人

低炭素機器導入事業

◆CO2削減ポテンシャル診断結果に基づく設備導入について応募
◆経費の一部を支援
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事業のスキームについて（2019年度）
環境省

参加事業所 設備工事業者等
（３者見積等で選定）

応募 採択 補助金
申請

補助金
支払

契約締結
診断結果に基づく

設備対策工事の実施

工事費用の支払

お金の流れ 業務の流れ点線 実線

協議

事務局（一般社団法人低炭素エネルギー技術事業組合）
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事業のスケジュールについて（2019年度）

公募期間は概ね１ヵ月
公募は例年２回実施

１次公募は、過年度に診断を受けた事業所が対象
２次公募は、過年度及び当年度に診断を受けた事業所が対象

１次公募期間

２次公募期間
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事業報告書の提出（2019年度）

補助金を交付された導入事業者は、事業完了年度の終了後
３年間、毎年４月に事業報告書の提出義務が発生します。

2019年度 令和２年度
(2020年度)

令和３年度
(2021年度)

令和４年度
(2022年度)

令和５年度
(2023年度)

補助事業実施 報告終了

報告年度(事業実施年度を含めた４年分を３回で提出)

報告年度①

報告年度②

報告年度③

提出

提出

提出

４月

４月

４月

初回提出は事業完了年度の翌々年度の
４月。報告対象期間は、機器導入完了
～完了翌年度の３月まで。

機
器
導
入
完
了



8

対象となる事業所の要件

診断結果報告書を基に、二酸化炭素の年間排出量を基準年度と比
較して20％以上（中小企業は10%以上）削減が必須
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補助率・補助上限額・審査基準（2019年度）

補助率は、１／３ただし中小企業は１／２。
補助上限額は、2,000万円。
（ただし、LED導入は工事費のみで、かつ、中小企業が対象。補助上限額500万円）

採
択
に
お
け
る
審
査
基
準
は

右
記
の
と
お
り
。

基礎点数合計
180点満点

加点点数合計
90点
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補助対象内容について（2019年度）
2019年度より、機器・設備の更なる省CO2化を図る省CO2化関連工
事として、機器・設備本工事費の補助対象額に対し、10分の1を上限額
として加算（個々の本工事に対して10％を上限）

省CO2化関連工事なし 省CO2化関連工事あり

供給
10℃

機器元
15℃

吹出し
20℃

供給
12℃

機器元
16℃

吹出し
21℃

室温 26℃

・断熱処理
・断熱補修

補助対象
主要設備

・2重ガラス窓
・遮熱フィルム

外気からの入熱 外気からの入熱

補助対象
主要設備
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（参考HP）
「事業者のためのCO2削減対策Navi」
https://co2-portal.env.go.jp/

「一般社団法人 低炭素エネルギー技術事業組合」
（2019年度執行団体）
http://lcep.jp/

令和２年度 閣議決定内容



先進対策の効率的実施による
CO2排出量大量削減事業（ASSET）

の紹介
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ASSET事業の紹介

先進対策の効率的実施によるCO2排出量大量削減事業
(2019年度予算額：37億円)

●L2-Tech認証製品の導入比率は製品価格ベースで50%以上
●運用改善等による削減目標は全体の削減目標の10%以上
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ASSET事業の紹介
応募案件より費用効率性の良い事業を選出

⇒CO2を1t削減に必要な補助対象経費の小さい事業から採択

不足分の排出枠を調達することで目標を達成。
⇒未達時には義務付けられている

１年間の事業運営で目標削減量を達成する
達成の場合

補助上限額１億円

ASSETウェブサイト URL
http://www.asset.go.jp/

目標以上の削減量は、排出枠として他事業者
へ売却が可能

未達の場合
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令和２年度 閣議決定内容



CO2削減における環境省の取り組みについて
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2019年の異常気象
地球温暖化に伴い豪雨や猛暑日の発生頻度は増加すると予測。
日本を始め世界中で観測されている顕著な降水や高温の増加傾向は、
長期的な地球温暖化の傾向と関係しているという見解が示されている。

令和元年 台風15号
強い勢力で東京湾を進み、千葉県に上陸
千葉県千葉市 最大風速35.9メートル 最大
瞬間風速57.5メートル
千葉県を中心に、大規模な停電（9/9時点
約93万5千戸）および断水、通信障害等が
発生
神奈川県横浜市で、東京湾に面した護岸が
高波により崩壊。隣接する工業地帯に海水が
流入

令和元年 台風19号
大型で強い勢力で関東地域に上陸
東京都江戸川臨海ででは最大瞬間風速
43.8メートル
箱根町では、総雨量が1000ミリを超える
関東地域を中心に、堤防決壊140カ所、土
砂災害発生 869件（11/7時点）

令和元年台風19号
（ひまわり８号赤外画像、気象庁提供）

日本近海の海面水温が平
年よりも比較的高い地域を
台風が進み、台風中心付
近に水蒸気が多く取り込ま
れた事が大量の降雨をもた
らした要因に挙げられてい
る。

今後、気候変動により豪雨の頻度や強い台風の増
加の懸念。激甚化する災害に、今から備える必要

2019年の世界の異常気象 日本を襲う大型台風
米国大陸 洪水

6月にミシシッピ渓谷及オハイオ渓谷の
一部と東海岸の大部分で平均以上
の降水量が観測され、未曾有の大洪
水が発生

北極海の氷の縮小
8月の海氷面積は、1981-2010年の平均を
30.1％下回る:
記録上8月の２番目に最小の海氷面積

ハリケーン「ドリアン」
最大風速295km/h。強い風と豪雨で米国の
バージン諸島とプエルトリコに影響を与え、その後カ
テゴリー5のハリケーンに激化。9月1日にバハマに
上陸し、記録上のバハマに影響を与える最も強い
ハリケーンとなった

ハリケーン「バリー」
最大風速120km/h。動きの遅
いバリーは、LAとARに鉄砲水をも
たらした。ARでは、熱帯性低気圧
からの総雨量について史上最高
記録を塗り替えた

欧州 熱波による気温上昇
仏は平均値より1.7℃高く、史上3番目
に高温だった。６月下旬と7月下旬の二
度にわたり、欧州を熱波が襲い、死亡率
が例年より9.1%上昇し、関連死者は
1435人に上った。6/28にはガラルグル
モンテュで観測史上最高となる45.9℃
を記録し、7/25にはパリの最高気温が
72年ぶりに42.6℃と塗り替えられた。
西では、数千haの山火事も発生

南極海の氷の縮小
6月の海氷面積は、1981-2010年の
平均を8.5％下回る:
記録上6月の最小の海氷面積

シベリアの高温
6月の平均気温が1981-2010年の平
均を約10℃上回る。北極圏では6月初
めから大規模な山火事が発生し、6月だ
けで5000万tのCO2を排出

NOAAの再解析による2019年夏の平均気温と1981-2010年夏の平均気温との差（℃）

メキシコ 大量の雹
6/30に、グアダラハラでは、高さ
2mになる程度の大量の雹が積
もった
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パリ協定の意義

• すべての国が参加する公平な合意
• ２℃目標
• 今世紀後半に温室効果ガスの排出量と吸収量の均衡を達成

脱炭素化が世界的な潮流に
2015年12月 パリ協定が採択（COP21）

パリ協定は炭素社会との決別宣言

• 脱炭素化に向けた転換点
• 今世紀後半の脱炭素社会に向けて

世界は既に走り出している

2019.9 気候行動サミット（ニューヨーク）
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IPCC1.5℃特別報告書について（2018年10月8日公表）

※本資料は速報版であり、日本語の表現などは今後変更の可能性がある。

図：観測された気温変化及び将来予測
出典： IPCC SR1.5I Fig.SPM1a

図：1.5℃経路における世界全体のCO2排出量
出典： IPCC SR1.5 Fig. SPM3a

2017年で
約1℃上昇

2030年から
2052年の間に

1.5℃上昇

2050年頃に
排出量ゼロ

報告書のポイント報告書のポイント

• 人為的な活動により工業化以前と比べ
現時点で約1℃温暖化しており、
現在の進行速度で温暖化が続けば、
2030年から2052年の間に1.5℃に達する
可能性が高い。

• 現在と1.5℃の地球温暖化の間、及び
1.5℃と2℃の地球温暖化との間には、
生じる影響に有意な違いがある。

• 将来の平均気温上昇が1.5℃を大きく超えないよ
うな排出経路は、2050年前後には世界の排出量
が正味ゼロとなっている。

• これを達成するには、エネルギー、土地、都市、
インフラ（交通と建物を含む）、及び産業システム
における、急速かつ広範囲に及ぶ移行
（transitions）が必要となる。
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50年80%削減、さらにその先の脱炭素化の方向性

（出所）「2018年度の温室効果ガス排出量（速報値）」 及び 「地球温暖化対策計画」 から作成
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

排出量
（億トンCO2換算）

2030年度
2013年度比
26%減

（10.42億トン）

2018年度（速報値）
12.44億トン
〈2013年度比11.8％減〉

今世紀後半の
できるだけ早期に

「脱炭素社会」
(実質排出ゼロ)を実現

・長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス：経産省決定）
・約束草案（NDC）（平成27年7月17日地球温暖化対策本部決定）

・長期戦略
（令和元年６月11日閣議決定）

・地球温暖化対策計画
（平成28年５月13日閣議決定）
・環境基本計画
（平成30年４月17日閣議決定）

整合的
・エネルギー基本計画
（平成30年７月３日閣議決定）

2050年までに
80%減

基準年度 排出量
2013年度 14.08億トン

※削減目標決定時の数値
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2050年80％削減を目指す
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家庭40％削減

運輸28％削減

産業6.5％削減

業務40％削減
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2050年80％削減を目指す

■2050年８０%削減の低炭素社会を実現するためには大幅な社会変革が必要不可欠である。
■①エネルギー消費量の削減、②使用するエネルギーの低炭素化、③利用エネルギーの転換、の三本
柱を総合的に進めていくことが重要である。

大幅削減の基本的な方向性

③利用エネルギーの転換

・ガソリン自動車から電気自動車
・暖房・給湯のヒートポンプ利用 等

電
気

熱

②エネルギーの低炭素化

・低炭素電源（再生可能エネルギー等）
の利用拡大

電気
熱

電
気

熱

①エネルギー消費量の削減

・可能な限りエネルギー需要の削減
・機器のエネルギー効率改善 等

2050年のCO2排出量

① ①③
②

②

熱電気

現状のCO2排出量

エネルギー消費量

C
O

2排
出
強
度
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総理主導の国民運動 「COOL CHOICE」

例えば、エコカーを買う、エコ住宅にする、エコ家電にする、という「選択」。

例えば、高効率な照明に替える、公共交通を利用する、という「選択」。

例えば、クールビズを実践する、という「選択」。

例えば、低炭素なアクションを習慣的に実践する、
というライフスタイルの「選択」。

2030年度△26%目標達成のための「COOL CHOICE ＝ 賢い選択」を！

低炭素型の製品／サービス／ライフスタイルなどあらゆる「賢い選択」を促す国民運動
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総理主導の国民運動 「COOL CHOICE」

ご清聴ありがとうございました。
COOL CHOICE にご賛同ください。

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/sp/join.html

COOL CHOICE公式Twitter

@Kankyo_CC




