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第１回「今後の環境政策の動向」 

環境省九州地方環境事務所  
環境対策課 環境管理専門官 

高木 恒輝 
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長崎市「環境セミナー」 
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九州地方環境事務所の概要① 

九州地方環境事務所は、地域の実情に応じた機動的かつきめ細やかな環境政策を展開
するため、平成１７年１０月、環境省の地方支分部局として全国７カ所に設置された。 

九州地方環境事務所（熊本市） 

那覇自然環境事務所 

福岡事務所（福岡市） 

自然環境事務所（阿蘇市） 

自然保護官事務所９箇所（対馬市、佐世保市、五島市、雲
仙市、天草市、九重町、えびの市、鹿児島市、屋久島市） 

１．組織図 

２．定員  ６９名（全国約４００名） H23.4.1現在 
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九州地方環境事務所の概要② 

３．業務内容  

九州地方環境事務所では、廃棄物輸出入における水際対策や国立公園の現地管理、県
域を超える地域ネットワークの形成、希少種の保護など、全国的見地から重要な事業及び
地域の利害と国益の調整が必要となる事業について、現場に密着した業務を遂行している。 

４．各課業務の事例 

廃棄物・リサイクル対策課 

・県境を越える廃棄物の適正管理、リサイクル
の適正な実施 
・バーゼル条約に基づく国際約束の履行 

・税関と連携した水際での迅速な対応等、現場
での迅速・適切な対応 
 
 
 
 
 
 
 

（主な業務） 

○廃棄物の輸出入規制に係る申請の受付、
事前相談対応、報告徴収、立入検査 
・H22事務件数：478件（全国約1,400件） 

○家電、自動車リサイクル法等に基づく報
告徴収、立入検査 
・H22立入件数：103件（全国約700件） 

環境対策課 

・地球温暖化問題を始めとする地域ＮＧＯ・ＮＰ
Ｏとの活動支援 

・県域を越えたネットワークにおける人と情報の
連携拠点 

・各環境法令に基づく調査機関指定管理、立入
検査等 
 
 
 
 
 
 
 
 

（主な業務） 

○地域地球温暖化防止活動推進センター
（45カ所）、環境パートナーシップオフィス（８
カ所）との連携 

○地域住民や自治体とのネットワーク形成、
とそれを通じた施策の発信、情報共有等 
○土壌汚染対策法における指定調査機関 
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九州地方環境事務所の概要③ 

国立公園・保全整備課 

・我が国を代表する自然風景地の全国的見地
からの管理 

・現地自然環境の的確な把握及び地元利害関
係者との調整 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（主な業務） 
○国立公園の管理 

・瀬戸内海、西海、雲仙天草、阿蘇くじゅう、霧島屋久
の各国立公園 
○国立公園における事業者・利用者へ各種許認可 
・H22実績：470件（全国約3,850件） 
○各国立公園の管理、公園施設等の整備事業 
・H22実績：25件、６億円（全国114件・50億円） 
○国立公園利用者への解説、指導等 
・H21年度利用者：4,663万人（全国約４億人） 
○阿蘇草原再生事業 
・全国最大規模の草原の保全管理 
○世界遺産地域の保全管理 
・屋久島世界自然遺産 
○自然環境保全地域の保護管理 
○シカ対策 
・霧島地域及び屋久島地域におけるシカ対策 

野生生物課 
・全国的な観点からの希少種の保護管理 

・ラムサール条約やワシントン条約に基づく国
際約束の履行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（主な業務） 
○国指定鳥獣保護区の管理 
・国指定鳥獣保護区：８カ所（全国６９カ所） 
○ラムサール条約登録湿地 
・登録湿地：３カ所（全国３７カ所） 
○希少種の保護増殖事業の実施 

・ツシマヤマネコ、ハナシノブ、ゴイシツバメシジミ、
ベッコウトンボの４種（全国４７種） 
○国内希少野生動植物種等の捕獲許可 
・H22実績：８件（全国約180件） 
○鳥インフルエンザ対策 
・H22管内での野鳥感染件数：13件、５種 
・専門職員の雇用、出水のツル分散対策 
○外来生物対策 
・アライグマ生息調査 

・他にオオキンケイギク、クリハラリス、オオクチバ
スなどの対策 
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今日の内容 

１．地球温暖化とその影響～九州地域を中心に～ 

２．東日本大震災後の環境行政～これからの環境・エネルギー政策～ 

３．九州地域の環境ビジネス状況 

４．平成２４年度環境省重点施策の紹介 

５．カーボンオフセットのすすめ 
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１．地球温暖化とその影響 

～九州地域を中心に～ 
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世界のCO2濃度は増加の一途 

世界の気温は100年当たり 
0.74℃の割合で上昇 

20世紀、世界の 
海面水位は17cm上昇 

進行する温暖化 

１６ 
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サンゴの北上 熱中症による死者の増加 

酷暑 大雨、洪水 干ばつ 

2010 ロシア・モスクワ 
約56,000人が死亡 

2010 オーストラリア 
約500人が死亡 

2010 中国 
約1,700人が死亡 

農作物への影響 

2011 サンゴの生息域が年間14km
北上（過去80年のデータ） 

厚生労働省人口動態統計 
過度な高温による死亡数は、1969-78
年→99-08年の30年で約6倍増加 

一部の産地では、遅植え、耐性品
種の導入により対応 
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深刻化する影響 
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温暖化のティッピングポイント（臨界点） 
2007年、英国イーストアングリア大学のティモシー博士らは、温暖化による様々な影響のティッピングポイン
ト（気温上昇がこの値を一度超えると、元の気候システムに戻れない閾値）をまとめた論文を発表した。 

2010年の時点で既
に20世紀末から約

0.3℃上昇 

20世紀末（1980-99

年）に対する世界年
平均気温の変化 

9 

温暖化の臨界点が近づいている 
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海面水位の急激な上昇 
地球温暖化のため北極やグリーンランドの氷の融解が進み、今
世紀末までに世界の海面が最大1.6メートル上昇する可能性が
あるとの研究結果を、北極圏に位置する米国やロシアなど8カ国
でつくる北極評議会の研究チームがまとめた（2011年）。 これ
はIPCC第4次評価報告書（2007）による予測結果（0.18~0.59
メートル）を大幅に上回る。 

  

北極海の海氷の消滅 
英国ケンブリッジ大のチームは、北極の海氷に関する
データを分析し、今後約10年で氷冠に穴が開いて海
のようになり、20～30年で夏季の氷冠は完全に消え
ると結論づけた（2009年）。 
 

このまま海氷の消失が進めば・・・ 
海氷が反射していた太陽光を海面が吸収するようになり、気温の上昇が更に
進む恐れがある。（北極海は温暖化の加速器） 

北極海氷 

グリーンランド氷床 

10 

臨界点：北極海の海氷は消滅 
グリーンランド氷床の融解により海面は最大1.6m上昇 
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九州・山口で100年当たり1.8℃上昇。沖縄でも1.1℃上昇。 

出典：異常気象レポー
ト九州・山口県・沖縄版
2009（福岡管区気象
台、長崎海洋気象台、
沖縄気象台） 

沖縄県内５地点の平均（年） 

九州・沖縄地方の気候変動による影響 
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年間を通して１～３℃程度の昇温が予測されている 
上昇傾向は１２ 月が最も大きく、全般に秋季から春季にか 

 けて顕著な昇温傾向が予測されている 

出典：異常気象レポー
ト九州・山口県・沖縄版
2009（福岡管区気象
台、長崎海洋気象台、
沖縄気象台）A2シナリ
オによる予測値 

   約100 年後の月平均気温の変化量（℃） 
※RCM20 によって計算された2081～2100 年平均値 

と1981～2000 年平均値との差。 

九州・沖縄地方の気候変動による影響～気温～ 
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「地球温暖化「日本への影響-長期的な気
候安定化レベルと影響リスク評価-」」 
                （2009年5月） 

熱ストレス死亡リスク 

現状の7倍（中四国・九州） 
  全国：3.7倍 
※なりゆきシナリオ（BaU）の場合 

今世紀末には… 

現状の3.1倍（中四国・九州） 
  全国：2.1倍 
※温室効果ガス濃度を450ppmに 

 安定化させた場合 

厳しい緩和策を行った場合 

出典：地球温暖化「日本への影響 
-長期的な気候安定化レベルと影響リスク評価-」 
 

地域ごとに異なった影響がでる！ 

九州・沖縄地方の温暖化の影響 
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高潮浸水被害 

出典：「温暖化影響総合予測プロジェクト」 

西日本（中四国・九州地方）： 
高潮浸水人口：44万人／年 

浸水被害コスト：7.4兆円／年 
※なりゆきシナリオ（BaU）の場合 

西日本における海面上昇60cm，高潮増大
率1.3 の場合の高潮浸水地域（九州地域） 

今世紀末には… 

高潮浸水人口：32万人／年 

浸水被害コスト：5.4兆円／年 
※温室効果ガス濃度を450ppmに 

 安定化させた場合 

厳しい緩和策を行った場合 

出典：地球温暖化「日本への影響 
-長期的な気候安定化レベルと影響リスク評価-」 
 

「地球温暖化「日本への影響-長期的な気
候安定化レベルと影響リスク評価-」」 
                （2009年5月） 

地域ごとに異なった影響がでる！ 

九州・沖縄地方の温暖化の影響 
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九州・沖縄地方：本土の西南端 

短期的には温暖化が進行 
地域ごとに異なった影響 

中四国・九州・沖縄地方で毎年7.4兆円の高潮被害 
熱ストレス死亡リスク現在の7倍 
サンゴの白化現象 

既に起き始めていると考えられる温暖化の影響 

環境ハザード最前線 

九州・沖縄
地方 

温暖化の影響の検討・調査が必要 
地域の特性に応じた適応策を検討することが急務 

九州・沖縄地方の温暖化の影響 
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＜九州・沖縄の特色＞ 

•全国の2割の農業生産額を占める「農」の拠点 

•畜産のシェアが特に高く、野菜・果実や米も盛ん 

＜温暖化の影響＞ 

【米】高温障害により品質が低下。九州は特に１等米の比率が低い。出
穂期の気温上昇により米が白く濁る白未熟粒が発生。 

【野菜】葉物の収量減少。葉先枯れの増加。 

【畜産】牛乳の品質低下やウシの死亡。乳牛の酸化ストレス増加。 

コメの「白未熟粒」 

乳白粒 背白粒 基部未熟粒

胚

（森田，2005）       夏季の乳牛 
（農研機構 九州沖縄農業研究センター 提供） 

九州・沖縄地方の地球温暖化の影響～農業・畜産分野～ 
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元気つくし 
〔福岡県〕 

熊水そだち 
〔熊本県〕 

さがびより 
〔佐賀県〕 

あきほなみ 
〔鹿児島県〕 

にこまる 
〔農研機構〕 

•高温耐性野菜・果樹の開発 

 例）暑さに強い小ネギ「夏元気」の開発 

                （福岡県農業総合試験場） 
•畜産の高温対策 

 例）乳牛の酸化ストレス低減に向けた技術開発など 

     （農研機構 九州沖縄農業研究センター） 

身近にある抗酸化飼料の例 

［左図］焼酎粕濃縮液 

［右図］ミカンジュース粕 
（農研機構 九州沖縄農業研究センター 
提供） 

左：夏元気 右：FDH 
（福岡県農業総合試験場 
提供） 

必要となる適応策とその事例～農業・畜産分野～ 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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＜九州・沖縄の特色＞ 

•約100年後、九州南部や奄美地方では真夏
日（日最高気温30℃）が30日以上増加 

•蚊が媒介する感染症のデング熱の流行地で
ある台湾に地理的に近い 

＜温暖化の影響＞ 

【熱中症】宮崎県、鹿児島県では、救急搬送
車に占める熱中症患者の割合が高い※。ま
た、熱ストレス死亡リスクは21世紀末で最大
で現在の7倍に高まると予想されている。 

【感染症】亜熱帯化により、ネッタイシマカ等
の媒介蚊が九州に上陸する恐れがある。ま
た、食中毒などの感染症のリスクが高まる恐
れがある。 

ネッタイシマカ 

撮影：鈴木博博士（熱帯医学研究所） 

約100 年後の真夏日の年間出現日数（℃） 
※RCM20 によって計算された2081～2100 年
平均値と1981～2000 年平均値との差。 

出典：異常
気象レ
ポート九
州・山口
県・沖縄版
2009（福

岡管区気
象台、長崎
海洋気象
台、沖縄気
象台） 

※2008年 消防庁調べ 

九州・沖縄地方の地球温暖化の影響～健康分野～ 
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•熱中症弱者向けの熱中症対策 

 例）高齢者の室内における熱中 

   症予防対策の研究（北九州 

   州立大学） 
 

•都市における熱環境対策  

 例）複合的歩行者保護対策 

   （北九州市） 
 例）保水性人工芝の設置 

   （福岡市） 
 

 •感染症リスク調査   

 例）ウイルス媒介蚊の分布調査（沖縄県、琉球大学） 

歩道への屋根（太陽光ルーフの設置）、クールミスト、
緑のカーテン（北九州市 提供） 

福岡市庁舎前の保水性人工芝の設置（福岡市 
提供） 

必要となる適応策とその事例～健康分野～ 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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＜九州・沖縄の特色＞ 

•全国への台風上陸数の4割以上が、九州・
沖縄に上陸。（1991～2008年の合計） 
•急傾斜危険箇所は全国の2割以上が九
州・沖縄に集中 

＜温暖化の影響＞ 

•約100年後には夏季の降水量は増加 

•台風の規模増大により、今世紀末に中四
国・九州地方で最大年間7.4兆円の高潮被
害 

•土砂災害や土砂災害によって引き起こさ
れる洪水災害の発生 

•降雨パターンの変化により渇水リスクが高
まる地域もある 約100 年後の月降水量の変化比（％） 

※RCM20 によって計算された2081～2100 年平均値と
1981～2000 年平均値との差。 

台風14号（2005年）による土砂災害（宮崎
県）（九州大学 小松教授提供） 

出典：異常気象レポート九州・山口県・沖縄版2009（福岡
管区気象台、長崎海洋気象台、沖縄気象台） 

九州・沖縄地方の地球温暖化の影響～防災・水資源分野～ 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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必要となる適応策とその事例～防災・水資源～ 

•温暖化影響を見越した計画高水位の設定 
 
•強い災害外力に効果的に対応しうる洪水対策 

例）佐賀平野での浸水危機管理計画（九州
地方整備局） 
-情報収集、広域応援・緊急輸送路ネット
ワーク、連携強化 
 

•温暖化影響と防災に関する研究開発の推進 
例）災害免疫力向上の研究（九州大学） 

緊急輸送路ネットワーク整備の例（堤防と
高規格道路を接続し、復旧活動を迅速
化）（九州地方整備局） 

行政だけでなく電力会社、ＮＴＴなど民間
も入った連携体制（九州地方整備局） 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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＜九州・沖縄の特色＞ 

•木材生産額は全国の22%(H20年) 

•漁業生産量は全国の17%(H19年) 

•「阿蘇くじゅう」など6つの国立公園 

•ツシマヤマネコなど固有生物も多い特色
ある生態系 

＜温暖化の影響＞ 

•越冬しやすくなったこと等によるニホンジカ
などの増加と樹木の食害の深刻化 

•有明海・八代海などでの水温上昇によるノ
リ養殖適期の短期化。赤潮による養殖魚
の被害（H21年 244万匹※） 

•海水温の上昇や、大雨に起因する赤土の
流出によるサンゴの白化現象 

白化したサンゴ 

ヤクシカによる植生の食害 

 ※西日本新聞社調べ 

九州・沖縄地方の地球温暖化の影響 
                 ～森林・水産・生態系分野～ 
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•森林・水産・生態系の保全 
例）ニホンジカの個体数管理のための特定鳥獣保護管
理計画の策定（各県等） 
例）ノリの品質向上対策、赤潮の予察・管理体制の強化
（熊本県など） 
 

•森林、湿地など生物多様性が 

 豊かな地域のレフュージア（避 

 難地）、コリドー（回廊）としての 

 保全充実 

ミヤマキリシマ（くじゅう） 

必要となる適応策とその事例～森林・水産・生態系分野～ 
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構成メンバー：学識経験者（福岡大学 浅野教授 座長）、行政機関（地方支分局、 
県、政令指定都市） 
平成21年度、22年度と２回ずつ開催し、温暖化の適応策の必要性について問題意
識を共有した。 
昨年度末、最新の研究や取組の情報共有及び適応策実施主体を対象としたパンフ
レットを作成・情報発信。 
 
 
検討会を２回開催 
地方公共団体向けアンケートを実施。関係各部局における適応策の現状・課題等
を整理。 
熊本県をモデル地域として選定し、その地方                        
公共団体の関係全部局を対象に地域ＷＧを                          
開催。具体的施策への適応の落とし込み等を                              
検討。 
3年間の検討成果を報告書としてとりまとめ。 

九州・沖縄地方地球温暖化影響・適応策検討の情報共有会 

九州・沖縄地方の温暖化影響・適応策検討 

本年度の取組 
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２．東日本大震災後の環境行政 

～これからの環境・エネルギー政策～ 
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① エネルギー構成割合の見直し 
 
 
② 再生可能エネルギーの導入促進 
 
 
③ 省エネルギーの定着 

26 

震災後の気候変動・エネルギー政策の立て直し 
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① Energy Security（安定供給） 
 

② Economic Efficiency（経済性） 
 

③ Environment（環境） 
 

④ Safety（安全性） 

「３Ｅ」から「Ｓ＋３Ｅ」へ 
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エネルギー政策の立て直し 
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石油 石炭 
天然ガス 

・ 
都市ガス 

原子力 
再生可能
ｴﾈﾙｷﾞｰ 

一次エネルギー 
供給構成比（％） 

42.1 21.0 19.0 11.5 6.3 

発電電力量に 
対する構成比（％） 

7.8 24.7 29.4 29.2 9.2 

出典：平成21年度（2009年度）エネルギー需給実績 
     

28 

日本のエネルギー供給 
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化石燃料価格は急騰 

地球温暖化リスクの増大 
福島第一及び第二原発、並びに原発新増設の停止 
↓ 

これら原発による発電量を火力発電所で発電すると仮定すると 

 CO2排出量は1.1億ﾄﾝ/年増加 と試算される(1990年比8%の増加) 

化石燃料依存は莫大な国富が流出 

(現行政策シナリオ) 

名目価格 

(日本経済研究センター予測) 

2035年迄に追加的に200兆円が流出(名目ベース) 

実質価格 (2009年基準) 

◆二度のオイルショック等を踏まえ、これまで化石燃料依存度の低下に努力。 

◆化石燃料に回帰すれば、国富の流出、国民負担の増大、地球温暖化リスクにつながるおそれ。 

29 

化石燃料への回帰は、国益、地球益の観点から問題 
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環境負荷＝ 
環境負荷 

エネルギー 
× 

エネルギー 

ＧＤＰ 
× ＧＤＰ 

より少ないエネルギー 

消費でＧＤＰを成長させる 
より少ない環境負荷で 

エネルギーを得る 

【再生可能エネルギー】 

世界は再生可能エネルギー普及拡大大競争時
代に 

日本もいち早く国産の基幹エネルギーとするこ
とが必要不可欠 

大規模集中、中央集権的な既存の電力システ
ムから、自立分散、地方主導の普及が必要 

【省エネルギー】 

省エネルギーは国内で実施可能な最も確実な
エネルギー確保のための方策 

機器の効率改善に加え、「必要なとき必要なだ
け」という観点から需要側の管理が必要であり、
需要管理は新たな成長分野として有望 

省エネのための規制強化が新しい市場を創造 

【街づくり】 
世界はスマートシティの構築に邁進 

コンパクトで効率的な都市は日本の歴史・風土
に根ざす得意分野 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

GDPドイツ 

GDPｽｳｪｰﾃﾞﾝ 

CO2ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 

CO2ドイツ 

（出典）CO2 emissions from fuel combustion (IEA) より環境省作成 

再エネ 省エネ 30 

環境への負荷を下げつつ、成長を実現するためには 
「再エネ」と「省エネ」が鍵に 
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１．意義 
  ・化石燃料依存への回帰を否定 
  ・環境負荷の低減 
  ・自立・分散型で災害に強い 

販売電力量 
(億kWh/年、2009年度) 

FIT対応シナリオ別導入可能
量 
(風力発電、億kWh/年) 

東北電力 790 210～830 

東京電力 2,802 5.3～42 

化石燃料依存は莫大な国富が流出 

・地球温暖化対策のための税の予定通りの導
入 

２．日本は、世界的な再生可能エネルギー導入
に立ち遅れ 

  （2010年の投資金額（35億ドル）は中国・ドイ
ツの10分の1以下） 

 
３．再生可能エネルギーの導入に必要なこと 
・全量固定価格買取制度（FIT）の導入 

・東北地方の大きなポテンシャルをいかす系
統の一体運用と送電線の整備促進 

※ポテンシャルは大きいが電力需要が小さい東北電力から、ポテンシャル
は限られているが電力需要の大きな東京電力へ電力を融通 

31 

再生可能エネルギーの導入促進 
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世界の太陽光発電容量の推移（累積、1995～2009） 

世界の風力発電容量の推移（累積、1996～2009） 

 
 

G
W

 
 

 
 

 
G

W
 

（100万kW） 

（100万kW） 
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世界で爆発的に導入が進む再生可能エネルギー 
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35億 

40億 

40億 

33億 

76億 

56億 

544億 

412億 

139億 

340億 

▽+1,650万kW(2010年) 

出典：”The Pew Charitable Trusts; Who’s Winning the Clean Energy Race? 2010 Edition (2011)”  
※データはBloomberg New  
Energy Financeが提供 

風力 

太陽光 

その他再エネ 

 

バイオ燃料 

省エネ 

クリーンエネルギーへの投資額の 

対GDP比 上位１０カ国 

▽+740万kW(2010年) 
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G20各国の再生可能エネルギーへの投資 
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（デンマーク） 

（米国） 

（ドイツ） 

（スペイン） 

（インド） 

（ドイツ） 

（ドイツ） 

（中国） 

（中国） 

（中国） 
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風力発電メーカー別の世界シェア（2009年末時点） 
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First Solar (米）

10%

Suntech 
Power 

（中）

7%

Sharp (日）

6%

Q-cells（独）

5%

Baoding Yingli (

中）
5%

Ja Solar (中)

5%

京セラ(日）

4%Trina 

(中）
4%

Sunpower (

米）
4%

Gintech （台）

3%

Motech （台）

3%

Canadian Solar (

加）
3%

Ningbo Solar 

Electric (中）
2%

サンヨー(日）

2%

その他

37%

日本

49%

アメリカ

14%

ヨーロッパ

26%

その他

11%

シャープ

26.6%

京セラ

9.7%

三菱電機

5.4%
三洋電機

4.7%

鐘淵化学工業 1.8%

その他 0.7%

Shell Solar

7.0%

AstroPower 2.3%

BP Solar 1.8%

その他 2.8%

RWE Schott Solar（独）

5.1%

Isofoton（西） 4.7%

Q-Cells（独）

3.8%

Shell Germany（独）

3.4%

Photowatt（仏）

2.7%

その他

6.3%

BP Solar(豪) 3.5%

MOTECH（台湾） 2.3%

BP Solar(印) 1.9%

その他

3.5%

2003年企業別太陽電池生産シェア（エネルギー白書） 

2009年企業別太陽電池生産シェア 
 （RENEWABLE ENERGY GLOBAL STATUS REPORT 2010を基に作成） 
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世界に抜かれる日本（太陽光パネルメーカー別シェア） 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif


環境省  
九州地方環境事務所 

Kyushu Regional Environment Office MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 36 

◆再生可能エネルギーの導入ポテンシャルは十分高い。 

◆中でも東北は導入ポテンシャルが高く、風力だけでも830億kWh/年の導入可能性(東北電力供給量を上回る)。 

◆太陽光については被災地は東京周辺以上の適地。地熱は九州等と並ぶ限られた適地。 

 

開発リードタイムが数ヶ月と短く
、地域偏在性が小さい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年間最適傾斜角の斜面日射量 
（出典：NEDO太陽光発電フィールドテスト事

業に関するガイドライン） 

 

導入ポテンシャルが大きく、 
事業採算性が高い地点が多い 

 

設備利用率が高く、ベース電源
を担える 

太陽光発電 風力発電 地熱発電 

36 

再生可能エネルギーのポテンシャルは高い  特に東北は 
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１．現状 
• 九州には、全国の地熱発
電所（18カ所）の半分に当

たる９発電所（事業用５、自
家用４ ）が位置している。 

• ９カ所の合計出力は
202.5MWに上る 

（出典：(株)九州電力） 

２．将来ポテンシャル 
• 環境省で実施したポテンシャル調査
によれば、九州管内における地熱発
電ポテンシャルは、最大（技術革新シ
ナリオ）で570MWと見積もられている。 

島原半島 えびの・霧島 指宿 
阿蘇、くじゅう、
由布、別府 

九州地域の地熱発電の現状とポテンシャル 
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拡張型産業連関表を用いた国内直接雇用 
          (松本・本藤らの分析結果を活用)  

 

 

 

 

 

 

 

総計 2.2万人・年 

 
※太陽光発電を400万kW、風力発電を1,000万kW、
地熱発電を70万kW(原子力発電450万kW相当)

拡大するとして試算 

※地熱発電については風力発電と同じ係数で仮定 

 

人・年 太陽光 風力 地熱 

機器製造 6,700 1,000 

建設 1,600 3,100 

運用ﾒﾝﾃ 3,600 4,100 

合計 12,000 8,200 1,700 

◆再生可能エネルギーの導入促進は地域の雇用に大きく貢献。 

雇用効果が大きい 風力発電産業の特徴 

•風車は2万点の部品による組立産業 
 → 関連産業の裾野が広い 
   （参考：自動車は3万点） 

•装置が大きく、一定の需要が有れば、地元への組み立て
工場の立地が期待可能 

38 

再生可能エネルギーは多くの雇用をもたらす 
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• 震災の影響により運転が不可
能になった風力発電設備はな
い（日本風力発電協会調べ）。 

• 太陽光発電は、停電時でも
「自立運転機能」で発電した電
気を直接利用可能 

災害に強い 

◆課題もあるが、環境面以外にも自立分散型で災害に強い等優れた面がある 

• 被災地では、太陽光パネルを設置して被災者に電
気を供給 

•  リードタイムが短い 
 火力発電所の設置には新規立地の申し入れから１０年程度を要

するのに対し、太陽光発電は数カ月、風力発電は風況調査開始
から５～７年程度（※）で設置可能。 

※風力発電については、現在既に新規設置に向けて用地取得や所要の調査等を 
 終えている事例があり、そうしたケースでは、更に短期間（最短３年）で設置できる 
 可能性がある。 

•  発電コストも低下しつつある 
 太陽光発電や地熱発電は、現在緊急用に導入されている火力
発電設備と比較しても遜色がない。 

（発電コスト：円/kWh） 

25～45程度 
緊急用の火力発電 

茨城県神栖市の洋上風力
発電（現在も稼働中） 

短期間で設置可能で、価格も低減 

39 

再生可能エネルギーは自立分散型で災害に強い 
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電力需要 

【従 来】 

発電所の建設には時間が必要 
•原子力発電：建設に約２０年 
•火力発電：建設に１０年以上 
•再エネ：数ヶ月～約１０年程度 

電力供給 

【“節電所”というコンセプト】 

省エネよる需給逼迫解消 

（工場・業務ビル・家庭など
での節電） 

【従来の需給逼迫解消方策】 
→新規発電所の建設 

省エネの実施 

•省エネは発電所建設と同様の
効果（需給逼迫解消） 

•今すぐ１Ｗから開始可能 

課題 

火力発電所を建設すればCO2が増加 

新規発電所の建設 

具体策 

技術の変革による省エネ 
・白熱電球からLED電球への取り替え 
・省エネ型冷蔵庫・エアコンへの買替え 
・電力使用量を「見える化」 
・スマートメーターの導入 
・IGCC（ガス化複合発電）の導入等 

社会の仕組みの変革による省エネ 
・スーパークールビスの推進 
・輪番休業の実施 
・エレベーターやOA機器の使用ピーク時のシフト等 
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省エネルギーの定着 
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３．九州地域の環境ビジネス状況 
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環境経済観測調査（九州版）について 

• 環境ビジネスに焦点を当てた経済動向調査として全国
的に実施されている「環境経済観測調査（環境短観）」
の調査結果を活用し、九州地域（沖縄を含む）の環境
ビジネス動向に特化した調査結果を取りまとめ。 

 

• 環境ビジネスに対する認識や取組状況の把握、全国
との比較等により、九州地域における環境ビジネス振
興策の企画・立案の基礎資料としての活用を想定。 

 

• 毎年２回の調査・公表を予定（６月、１２月） 
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

 

九州版の環境経済観測調査（平成23年６月）を初公表します 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 九州地方環境事務所では、環境ビジネスに焦点を当てた経済動向調査として全国的に実施されている「環

境経済観測調査」平成 23年6月版の調査結果を活用し、今般、九州地域（沖縄を含む）の環境ビジネス動

向に特化した調査を実施し、九州地域の環境ビジネスの海外需要が全産業を大きく上回る等の結果を取り

まとめました。 

 地域の特性を反映した報告を定期的に実施することで、九州地域における環境ビジネス振興策の企画・

立案等に役立てていただき、九州地域の環境ビジネス発展への側面支援としていきます。 

  

       平成２３年８月２６日（金） 

環境省 九州地方環境事務所 環境対策課 

             課長：遊佐 秀憲 

             担当：高木 恒輝 

 連絡先：〒862-0913 熊本市 尾ノ上 1-6-22 

    電話：０９６－２１４－０３３２ 

    ﾌｧｯｸｽ：０９６－２１４－０３４９ 
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

・調査対象 

 九州地域の資本金2,000万円以上の民間企業のうち、資本金、業種別の層化無
作為抽出法により選定された758社。有効回答数339社、有効回答率44.7％。 

・調査結果 

（１）我が国の環境ビジネス（九州） 
  ①我が国の環境ビジネスの業況（九州） 

(DI、「良い」－「悪い」、％ポイント)

現在 半年後 10年先

九州全体 6       12       60       

全国版 3       14       55       

製造業 14       18       68       

全国版 7       17       56       

非製造業 3       9       57       

全国版 0       12       54       

• 環境ビジネスの業況について、九
州地域で「良い」と回答した企業数
が「悪い」と回答した企業数をすべ
ての項目において上回った。また、
その値は、全国の値よりも概ね高
かった。 

• 製造業・非製造業の別に関わらず、
将来になるほど環境ビジネスの業
況が「良い」と考える企業の割合が
高まる傾向にあった。 
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（１）我が国の環境ビジネス（九州） 
  ②我が国で発展していると考える環境ビジネス（九州） 

• 九州地域の民間企業が我が国で発展していると考える環境ビジネスについては、全国と比
べ、現在から「太陽光発電システム（関連機器製造）」を挙げる割合が高く、半年先において
は、「太陽光発電システム（据付・メンテナンス等）」の割合についても高くなっている。 

• これらについては、平成23年3月の東日本大震災と原発事故による電力供給不足の問題や、
再生可能エネルギーの固定価格買取法案の議論等を踏まえ、新たな環境ビジネスへの関心
が九州地域においてより高まっていることがうかがえる。 

％ ％ ％

1 省エネルギー自動車 24.3
(24.7)

1 太陽光発電システム（関連機
器製造）

19.6
(20.1)

1 再生可能エネルギー 34.6
(33.9)

2 太陽光発電システム（関連機
器製造）

13.5
(9.6)

2 省エネルギー自動車 15.2
(17.6)

2 太陽光発電システム（関連機
器製造）

11.1
(10.7)

3 大気汚染防止用装置・施設 12.2
(14.0)

3 再生可能エネルギー 10.0
(10.3)

3 省エネルギー自動車 10.6
(9.1)

4 省エネルギー電化製品 10.4
(11.6)

4 太陽光発電システム(据付・メ
ンテナンス等）

8.6
(5.8)

4 スマートグリッド 7.4
(7.7)

5 下水、排水処理用装置・施設 7.4
(9.1)

4 省エネルギー電化製品 8.6
(8.9)

5 蓄電池 5.5
(4.7)

現在 半年先 10年先
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（２）九州地域の回答企業が実施している環境ビジネス 

  ①現在実施している環境ビジネス（九州） 

九州地域で現在実施している環境
ビジネスについては、全国で最も多
かった廃棄物・リサイクル関連事業
とともに、高効率給湯器、太陽光発
電システム（据付・メンテナンス等）
等、地球温暖化対策に関するビジネ
スを挙げる企業が全国に比較して
多く見られた。 

（％）

3つ（以上） 2つ 1つ

九州全体 23.0 5.6 5.6 11.8 77.0

全国版 22.9 4.9 5.1 12.9 77.1

実施
していない

実施
している

％ ％

1 高効率給湯器 21.8 1 産業廃棄物処理 16.1

2 産業廃棄物処理 20.5 2 高効率給湯器 12.0

3 太陽光発電システム（据付・
メンテナンス等）

15.4 3 その他の地球温暖化対策ビ
ジネス

8.8

4 その他の地球温暖化対策ビ
ジネス

11.5 4 太陽光発電システム（据付・
メンテナンス等）

8.5

4 リサイクル素材 11.5 5 リサイクル素材 8.2

4 下水、排水処理用装置・施設 11.5

九州版 全国版
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（２）九州地域の回答企業が実施している環境ビジネス 

  ②今後実施したいと考えている環境ビジネス（九州） 

• 九州企業が、今後、実施したい
と考える環境ビジネスとしては、
全国調査と同様、エネルギー関
連産業が上位を占めた。 

• 全国との比較ではとして、それ
ぞれの関心度合いは九州地域
の方が総じて高く、また、スマー
トグリッド、蓄電池といった、昨
今新たな環境ビジネスとしての
関心が高まっているものが、よ
り上位にランクされていた一方
で、太陽光発電システム（関連
機器製造）に関しては、全国に
比べ割合が低かった。 

（％）

九州版 17.7    51.7    30.6    

全国版 17.7    44.7    37.5    

実施したい
環境ビジネス
がない

わからない実施したい

％ ％

1 再生可能エネルギー 25.4 1 再生可能エネルギー 19.2

2 太陽光発電システム（据付・
メンテナンス等）

20.3 2 太陽光発電システム（関連機
器製造）

12.3

3 スマートグリッド 18.6 3 太陽光発電システム（据付・
メンテナンス等）

12.1

3 その他の地球温暖化対策ビ
ジネス

18.6 4 スマートグリッド 11.7

5 蓄電池 10.2 5 その他の地球温暖化対策ビ
ジネス

10.9

九州版 全国版
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（２）九州地域の回答企業が実施している環境ビジネス 

  ③環境ビジネスの業況等（九州）－(a)業況 

• 九州の環境ビジネスの業況ＤＩは1であり、
「良い」と考える企業の割合が「悪い」と考
える企業の割合をわずかに上回った。全
ビジネス（環境ビジネス未実施企業を含む。
以下同じ。）の業況ＤＩは-７となっており、環
境ビジネスの業況はこれを上回った。 

• 全国調査と比較して、環境ビジネス全体の
業況ＤＩには大差なかったが、A環境汚染
防止の業況DIは九州地域においてより高
く、C廃棄物処理・資源有効利用について
は、全国を下回る傾向があった。 

(DI、「良い」－「悪い」、％ポイント)

H23年6月調査
H22年
6月 9月 12月

H23年
3月 6月 9月 12月 ～ 10年先

環境ビジネス 1(3) 14(13) 36(37)

Ａ環境汚染防止 5(-5) 14(6) 41(25)

Ｂ地球温暖化対策 10(12) 23(23) 51(56)

Ｃ廃棄物処理・資源有効利用 -15(-3) 2(5) 12(17)

Ｄ自然環境保全 - - -

全ビジネス -7(-11) -4(-1) 4(11)

日銀短観（九州）　　最近 -10 -6 -8 -5 -13 -15
（注）   括弧内は全国の値 
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（２）九州地域の回答企業が実施している環境ビジネス 

  ③環境ビジネスの業況等（九州）－(b)国内需給 

• 環境ビジネスの国内需給ＤＩは-4であり、
「供給超過」と回答した企業の割合が「需
要超過」と回答した企業の割合を上回った。 

• 全国調査と比較して、環境ビジネス全体の
国内需給ＤＩには大差なかったが、A環境
汚染防止の国内需給DIは九州地域にお
いてより高く、C廃棄物処理・資源有効利
用については、全国を下回っている。 

(DI、「需要超過」－「供給超過」、％ポイント)

H23年6月調査
H22年
6月 9月 12月

H23年
3月 6月 9月 12月 ～ 10年先

環境ビジネス -4(-6) -4(-4) 5(-1)

Ａ環境汚染防止 5(-17) 0(-18) 9(-6)

Ｂ地球温暖化対策 8(5) 8(-8) 23(6)

Ｃ廃棄物処理・資源有効利用 -29(-11) -24(-9) -27(-11)

Ｄ自然環境保全 - - -

全ビジネス -25(-26) -22(-25) -23(-25)

日銀短観（九州）　　最近 -33 -32 -31 -29 -25 -27
（注）   括弧内は全国の値 
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（２）九州地域の回答企業が実施している環境ビジネス 

  ③環境ビジネスの業況等（九州）－(c)提供価格 

• 環境ビジネスの提供価格ＤＩは-16と、「下
落」と回答した企業の割合が「上昇」と回答
した企業の割合を上回ったが、全ビジネス
の提供価格ＤＩ-21と比べると、相対的に下
落傾向が弱くなっている。 

• 先行きは、10年先にかけて、環境ビジネス
の提供価格は下落傾向が強まる。 

（注）   括弧内は全国の値 

(DI、「上昇」－「下落」、％ポイント)

H23年6月調査
H22年
6月 9月 12月

H23年
3月 6月 9月 12月 ～ 10年先

環境ビジネス -16(-14) -14(-14) -30(-29)

Ａ環境汚染防止 -14(-18) -9(-18) -18(-22)

Ｂ地球温暖化対策 -6(-9) -8(-1O) -45(-4O)

Ｃ廃棄物処理・資源有効利用 -32(-19) -24(-17) -12(-21)

Ｄ自然環境保全 - - -

全ビジネス -21(-22) -19(-2O) -26(-24)

日銀短観（九州）　　最近 -21 -23 -23 -16 -15 -13
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（２）九州地域の回答企業が実施している環境ビジネス 

  ③環境ビジネスの業況等（九州）－(d)研究開発費 

• 環境ビジネスの研究開発費ＤＩは-3と、「減
少」と回答した企業の割合が「増加」と回答
した企業の割合を上回ったが、全ビジネス
の研究開発費ＤＩ-13と比較してみれば、環
境ビジネスにおける研究開発活動は堅調と
考えられる。 

• 全国調査と比較して、A環境汚染防止に関
する研究開発活動が現在、将来どちらも活
発である一方、B地球温暖化対策に関して
は、半年先までの期間は低調に推移するこ
とが示されている 

（注）   括弧内は全国の値 

(DI、「増加」－「減少」、％ポイント)

H23年6月調査
H22年
6月 9月 12月

H23年
3月 6月 9月 12月 ～ 10年先

環境ビジネス -3(O) -3(2) 10(6)

Ａ環境汚染防止 27(-5) 14(-3) 23(2)

Ｂ地球温暖化対策 -9(11) -7(13) 7(1O)

Ｃ廃棄物処理・資源有効利用 -10(-14) -8(-12) 8(-1)

Ｄ自然環境保全 - - -

全ビジネス -13(-14) -14(-11) -6(1)
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（２）九州地域の回答企業が実施している環境ビジネス 

  ③環境ビジネスの業況等（九州）－(e)設備規模 

• 現在における環境ビジネス全体の設備規模
ＤＩは１で、「縮小」と回答した企業の割合と
「拡大」と回答した企業の割合はほぼ同じで
あったが、全ビジネスの設備規模ＤＩ－15を
上回った。 

• 全国と異なり、A環境汚染防止に関する設
備規模は拡大を続けるなど業容拡大が示
唆されているが、一方でB地球温暖化対策
に関しては、設備規模の拡大が半年先まで
比較的緩やかであるが、10年先に本格化
すると見られている。 

（注）   括弧内は全国の値 

(DI、「拡大」－「縮小」、％ポイント)

H23年6月調査
H22年
6月 9月 12月

H23年
3月 6月 9月 12月 ～ 10年先

環境ビジネス 1(-1) -2(3) 18(11)

Ａ環境汚染防止 22(-5) 9(-2) 14(2)

Ｂ地球温暖化対策 2(8) 3(14) 29(18)

Ｃ廃棄物処理・資源有効利用 -13(-9) -15(-8) 8(7)

Ｄ自然環境保全 - - -

全ビジネス -15(-12) -11(-8) -2(2)
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（２）九州地域の回答企業が実施している環境ビジネス 

  ③環境ビジネスの業況等（九州）－(f)人員体制 

• 環境ビジネスの人員体制ＤＩは1であり、「縮
小」と回答した企業の割合と「拡大」と回答し
た企業の割合はほぼ同じであった。全ビジ
ネスの人員体制ＤＩは-12となっており、環境
ビジネスの人員体制は相対的に縮小傾向
が弱いと考えられる。 

• 全国と異なり、A環境汚染防止に関しては、
研究開発費及び設備規模と同様に、人員体
制についても拡大を続けることが示唆され
ている。 

（注）   括弧内は全国の値 

(DI、「拡大」－「縮小」、％ポイント)

H23年6月調査
H22年
6月 9月 12月

H23年
3月 6月 9月 12月 ～ 10年先

環境ビジネス 1(1) 4(5) 22(9)

Ａ環境汚染防止 22(O) 18(-1) 23(5)

Ｂ地球温暖化対策 0(8) 8(13) 27(15)

Ｃ廃棄物処理・資源有効利用 -7(-7) -7(-2) 18(2)

Ｄ自然環境保全 - - -

全ビジネス -12(-11) -9(-8) -4(-4)
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（２）九州地域の回答企業が実施している環境ビジネス 

  ③環境ビジネスの業況等（九州）－(g)資金繰り （「現在」のみ回答） 

• 環境ビジネスの資金繰りＤＩは-8であり、「苦しい」と回答した企業の割
合が「楽である」と回答した企業の割合を上回った。全ビジネスの資金
繰りＤＩは-16となっており、環境ビジネスの資金繰りは、同じく苦しい状
況ではあるものの、その傾向は弱いと考えられる。 

• 環境ビジネス分類の中でも、B地球温暖化対策については、全国と異
なり、「楽である」と回答した企業の割合が「苦しい」と回答した企業の
割合を上回っていた。 

（注）   括弧内は全国の値 

(DI、「楽である」－「苦しい」、％ポイント)

H23年6月調査
H22年
6月 9月 12月

H23年
3月 6月

環境ビジネス -8(-13)

Ａ環境汚染防止 -9(-18)

Ｂ地球温暖化対策 1(-6)

Ｃ廃棄物処理・資源有効利用 -21(-18)

Ｄ自然環境保全 -

全ビジネス -16(-13)

日銀短観（九州）　　最近 -4 -1 -1 0 0
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（２）九州地域の回答企業が実施している環境ビジネス 

  ③環境ビジネスの業況等（九州）－(h)海外需給 （海外市場向けの事業を実施している企業のみ回答） 

• 海外市場向けの事業を実施している企業に
おいては、環境ビジネスの海外需給ＤＩは34

と、「需要超過」と回答した企業の割合が
「供給超過」と回答した企業の割合を大きく
上回っており、全ビジネスの海外需給ＤＩの7

と比べ、環境ビジネスの海外需給は需要超
過の傾向が強かった。 

• 先行きは、10年先にかけて、さらに環境ビ
ジネスの海外需給ＤＩは需要超過の傾向が
強まるとみられている。 

• 全国の値と比較しても、全ビジネスの海外
需給DIに差は無い中、環境ビジネスの九州
地域における需要超過は際立っている。 

（注）   括弧内は全国の値 

(DI、「需要超過」－「供給超過」、％ポイント)

H23年6月調査
H22年
6月 9月 12月

H23年
3月 6月 9月 12月 ～ 10年先

環境ビジネス 34(1O) 34(12) 59(22)

全ビジネス 7(6) 14(8) 20(7)
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平成２３年６月環境経済観測調査（九州版） 

（２）九州地域の回答企業が実施している環境ビジネス 

  ③環境ビジネスの業況等（九州）－(i)海外販路拡大の意向 
                                     （海外市場向けの事業を実施していない企業のみ回答） 

• 現在、海外市場向けの事業を実施していな
い企業においては、環境ビジネスの海外販
路拡大意向ＤＩは-57と、全ビジネスの-58と
ほぼ同様となった。なお、海外販路拡大ＤＩ
は、現在海外向け事業を実施していない企
業に限った調査項目であり、業種の性質や
企業規模等から海外展開余地が限られる
企業が含まれることから、ＤＩは大幅なマイ
ナスとなる傾向がある。 

• 既に海外向け事業を行う企業では海外で大
きく需要超過となっている一方で、海外向け
事業を行わない企業においては、先行きも
国内向けのビジネス展開が見込まれている。 

（注）   括弧内は全国の値 

(DI、「販路拡大意向あり」－「販路拡大意向なし」、％ポイント)

H23年6月調査
H22年
6月 9月 12月

H23年
3月 6月 9月 12月 ～ 10年先

環境ビジネス -57(-53) -53(-52) -47(-39)

全ビジネス -58(-55) -57(-51) -46(-38)
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まとめ 

① 我が国の環境ビジネスについて、多くの企業が今後の発展を見込んでおり、省エネル
ギー自動車、再生可能エネルギー、スマートグリッド、蓄電池といったエネルギー関連
産業が有望と見られている。特に九州地域においては、太陽光発電システムへの関
心が比較的高かった。 

② 環境ビジネスに係る「現在」（6月）の業況ＤＩ（「良い」と回答した割合－「悪い」と回答し
た割合、％ポイント）は＋1と、全ビジネス（全産業）の同ＤＩ（－7）を上回り、一定の好
況感を示した。（DI（Diffusion Index）：景気動向指数の一種。「良い」と答えた割合（％）
から悪いと答えた割合(％)を引いて算出。）  

③ 分類別では、特に環境汚染防止関連のビジネス（水処理ビジネスを含む）において、
業況、国内需要への期待が高く、研究開発、設備投資、人員面でも拡大が見込まれ
ている。また、地球温暖化対策関連のビジネスにおいては、今後、10年先に向けて期
待が大きいことが示された。  

④ 九州地域の環境ビジネスの海外需給ＤＩが+34と、全産業の海外需給ＤＩ（+7）と比較し

て高く、九州地域の民間企業の海外展開において環境ビジネスが重要な位置を占め
ていることが示された。これは全国的に見ても高いＤＩ値であり、このような機会を捉え、
九州地域が我が国の環境ビジネスの海外展開を牽引していくことが望まれる。  
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４．平成２４年度環境省重点施策の紹介 
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 循環型社会 

 

 

 

 

 

 

低炭素社会   

 

 

 
自然共生社会 

温室効果ガス排出量 
の大幅削減 

自然の恵みの享受と継承 

 

持続可能な社会 

地球生態系と共生して、 

持続的に成長・発展する 

経済社会の実現 

 

３Ｒを通じた資源循環 

気候変動と生態系 

気候変動とエネルギー・資源 

生態系と環境負荷 

59 

環境行政の柱 
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平成２４年度環境省重点施策 

Ⅰ 東日本大震災からの復旧・復興等に係る重点施策 

一災害廃棄物の迅速な処理等の推進 

二放射性物質による環境汚染への対応 

三被災地におけるアスベストを始めとする有害物質対策の推進 

四三陸復興国立公園（仮称）への再編成を軸とした東北の豊かな自然
環境を活かした取組の推進 

五東日本大震災の教訓等を踏まえた持続可能な社会の実現 

Ⅱ 持続可能な社会づくりのための重点施策 

一低炭素社会の構築を始めとした持続可能な社会の実現 

二循環型社会の実現 

三生物多様性の保全など自然共生社会の実現 

四安全・安心な生活の実現 

Ⅲ 原子力安全庁（仮称）の設置と原子力安全規制の強化 
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Ⅰ東日本大震災からの復旧・復興等に係る重点施策 

一災害廃棄物の迅速な処理等の推進 

二放射性物質による環境汚染への対応 

 １．放射性物質により汚染された土壌等の除染や廃棄物の処理等の推進 

 ２．放射性物質による環境汚染への対応のための体制整備 

三被災地におけるアスベストを始めとする有害物質対策の推進 

四三陸復興国立公園（仮称）への再編成を軸とした東北の豊かな自然環境  
を活かした取組の推進 

五東日本大震災の教訓等を踏まえた持続可能な社会の実現 

 １．再生可能エネルギー等の大胆な導入による低炭素型の地域づくり 

 ２．資源性廃棄物の徹底活用と静脈産業の振興による循環型社会の実現 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif


環境省  
九州地方環境事務所 

Kyushu Regional Environment Office MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 62 

 
 
 
 
 
 

 

東日本大震災の被災地域の復興や、原子力発電施設の事故を契機とした電力需給の逼迫を背景として、再生可能エネルギーや未 
 利用エネルギーを活用した自立・分散型エネルギーの導入による災害に強く環境負荷の小さい地域づくりが国を挙げての課題 
東北地方のみならず、地震や台風等による大規模な災害に備え、再生可能エネルギー等の導入を支援し、全国的に展開すること 
 が必要 

 
 
 

 

 

 
＜基金対象事業＞ 
（１）再エネ等導入に係る計画策定事業 
     地域の再生可能エネルギー等を活用し「災害に強く環境負荷の小さい地域づくり」を推進するための計画策定

（２）公共施設における再エネ等導入事業  
   防災拠点や災害時に機能を保持すべき公共施設への、再生可能エネルギーや蓄電池、未利用エネルギー 
  の導入 

（３）民間施設における再エネ等導入促進事業  
   防災拠点や災害時に機能を保持すべき一部の民間施設に対する、再生可能エネルギーや蓄電池、未利用 
  エネルギーの導入支援 

（４）風力・地熱発電事業等支援事業 
    大型風力発電や地熱発電等を行う民間事業者に対する、事前調査等に要する経費の支援や事業実施に係る 
  利子補給 

再生可能エネルギー等導入推進基金事業（グリーンニューディール基金） 
 

 地方公共団体が行う、防災拠点への再生可能エネルギーの導入事業等が対象 

平成24年度 12,100百万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GND基金制度を活用するメリット 

グリーンニューディール基金制度を活用し、地域主導での自立・分散型エネルギー導入を支援 

事業内容 

①すでに都道府県等において基金 

 条例を制定し、執行体制が確立※ 

地域主導で速やかな事業着手が可能 

②複数年度の活用期間を設定 

地域の実情を踏まえ、規模や工程に
応じた柔軟な事業実施が可能 

③再生可能エネルギー導入等の目的 
 に特化 

災害にも強い自立・分散型エネル
ギーの導入を着実に推進 

事業スキーム 

環
境
省 

補助金 

事業計画 

事業実績報告 
※現行のグリーンニューディール基金は、平成21年度補正 

 予算で計上、都道府県・指定都市に基金を造成済み。 

「基金」として 
積み立て※ 

取崩して事業を
実施（事業期間
は５年間を予定） 

交付対象は、
都道府県・指
定都市 

※都道府県及び指定都市に順次造成していくことを想定。   
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再生可能エネルギー出力安定化のための蓄電池導入促進事業 

再生可能エネルギーの出力安定化には蓄電池が有効だが、現状は高コスト 

負荷の平準化 

蓄電池 

蓄電池の普及促進及び効率的設置の検証を進め、蓄電池を活用した再生可能エネルギーの
普及を促進し、再生可能エネルギーの導入する上での課題である電力負荷の平準化を達成。  

ピークカット 

出典：日本ガイシ
（株）ウェブサイト 

太陽光発電や風力発電は、気
象条件に依存するため、安定
した出力を確保することが困難 

そのため、通常は火力発電の
出力を調整して系統に受入れ 

（kW）

発
電
電
力
量

2.5

2

1.5

1

0.5

0
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

容量3.2kW、北緯34.4°、東経132.4°、方位角0(真南)、傾斜角30°の場合

（時）

晴れ

曇り

雨

0 6 12 18 24

1,200

1,000

800
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400

200

（時）

（kW）

発
電
電
力
量

定格出力（1,100kW）

太陽光発電の出力変動（春季） 風力発電の出力変動（冬季） 

出典：電気事業連合会ウェブサイト 

導入補助 安定化効果検証 

平成24年度 1,035百万円 
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次世代スマートメーターによる需要側対策促進事業 
～ らくらくCO2削減・節電事業 ～ 

夏の節電では、家庭や業務ビルでも１５％以上の削減。ただし、需要側においても負担なく継続できる省エネの取組が必要と
なっている。 

一方、電力供給側で導入が進みつつあるスマートメーターは、遠隔検針機能が中心であり、需要側のCO2削減・節電に直接的に
働きかけるものではない。また、外部からの強制的な遮断等の制御は家庭への負担も大きく受容性も低い。 

そこで、民生部門において、照明や家電、空調等をユーザーにとって快適に省エネ制御するため、家庭での節電をアシストする自
動制御システムの開発・実証をするとともに、ユーザーの受容性やインセンティブの効果等を検証する。 

 （中央からの制御や大がかりな蓄電池の利用ではない、需要サイドでの自動制御を促進） 

○家庭部門における電力需要制
御実証事業 

家庭のアシスト型自動制御システム
を構築し、家庭の受容性に関する実
証により、負担なく継続的な省エネを
実施するための制御の要件、及び効
果的なインセンティブ施策の検討を
行う。 

負担のない需要側の省エネの取組を促進 

一般家庭 

データベース 

次世代 

スマートメーター ユーザの要求に応じた
協調制御（アシスト） 

削減事例、分析データ 

ベストプラクティス事例 等 

・集団との比較情報 

・アシストメニュー 

・価格情報 等 

・無駄を止めたい 

・ライフスタイルに合わせた省
エネをしたい等のニーズ 

平成24年度 53百万円 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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②風力発電等に係る環境アセスメント基礎情報整備モデル事業（新規） 

自治体等が有する動植物分布等の 
全国の既存情報、国内外の技術情報を 

データベースとして整備 

自治体、住民、 
風力発電設置事業者 

既存データの 
アセスへの活用 

モ
デ
ル
地
区
に
お
け
る
基
礎
情
報
調
査
モ
デ
ル
事
業 

全
国
既
存
情

報
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
事
業 

 

環
境
省 

地
方
公
共
団
体 

環境調査 
事業者 

（調査項目：渡り
鳥の飛来ルート、
猛禽類の営巣状
況の通年調査な

ど） 

地域住民 地方公共団体 

風力発電設置事業者 
（環境アセスメントの実施主体） 

（立地が確定の者） 

情報整備 
モデル地区 

モデル地区において
詳細な環境調査を実
施 

環境調査結果を基礎情報として整備
（秘匿情報以外は公開） 

風力発電事業者がアセスを
実施する際に基礎情報を活
用することにより、アセスの
水準が向上 

基礎情報にアクセスして、風力発
電事業者のアセスに関与すること
でアセスの質が向上 

選
定 

事業の推進（１年間の期間短縮と環
境調査の費用の軽減効果） 
 

◎風力発電所及び地熱発電所の環境アセスメントに必要な環境基礎情報の整備・提供を実施 

風力発電等の立
地ポテンシャルや
貴重な動植物の生
息・生育の有無等
を勘案して選定し
たモデル地域
1,000km2（設備容
量1,000万kW相
当）程度を対象に
実施 

 

 

(５年計画。５年後
には、ロードマップ
で目標とされてい
る設備容量1131

万kW分のアセス
データが整備され
る。) 

（主に配慮書及び方法書作成段階） 

（主に準備書作成段階） 

①風力発電等アセス先行実施モデル事業（継続） 

◎風力発電所及び地熱発電所について、配慮書段階の環境影響評価手続に先行的に取り組む事業者によるモデル事業を実施 

風力発電等導入等に係る環境影響評価促進モデル事業 

（秘匿情報を含む情報を提供） 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif


◆風力発電・地熱発電立地のゾーニングを行い、建設を迅速化する。
（新成長戦略） 

◆地域の事業・便益に繋がるファイナンスの仕組みを強化する。(グ
リーン・イノベーションにおける国家戦略プロジェクト) 

◆ 地域において各種再生可能エネルギーの導入を図る際に必要とさ
れる事業調査・検討業務を支援し、国民が再生可能エネルギーの導
入に参画できる事業を創設。 

① 情報整備業務 

制度・技術・金融に
関する講義 

協議会参画 先進事例参画 

事業計画の具体化・迅速
化、展開 

事業主体選定・
ﾌｧｲﾅﾝｽ調整 

協議会設置 事業概要策定 

再生可能エネルギー急
拡大の実現 

再生可能エネルギーを活用したグ
リーンイノベーションによる成長 

自立した地方からの持続可能な経済
社会構造の変革を実現 

◆新成長戦略に対応し再生可能エネルギー立地に関するゾーニング情報の整備・発信 

◆地域主導による再生可能エネルギー事業のための自然条件や社会条件に関するデータの情報整備 

◆地域の住民が参画できる再生可能エネルギー事業の立ち上げを支援 

地域主導による再生可能エネルギー事業のための緊急検討事業 

② 地域協議会設置・運営支援業務 

③ コーディネーター等育成業務 

④ 再生可能エネルギー事業計画策定支援業務 

踏査、現地ヒアリ
ング等の調査 文献等よる調査 

詳細な風況変動データベースの整備等 

事業化計画策定支援 

http://caffe-e-latte8111.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2008/08/23/080821_6.jpg
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Ⅱ持続可能な社会づくりのための重点施策 

一低炭素社会の構築を始めとした持続可能な社会の実現 

 １．再生可能エネルギーの大量導入など低炭素社会の実現に向けた取組 

  （１）地方公共団体等による省エネルギー・再生可能エネルギー推進の取組の促進 

  （２）政府一体となった低炭素社会実現に向けた取組の推進 

  （３）先進的な低炭素型技術の普及に向けた実証事業等 

  （４）節電・ＣＯ２削減に向けたライフスタイル変革の定着・展開 

  （５）震災の教訓も踏まえた効率的な低炭素投資の推進 

  （６）気候変動政策の基盤となる科学的知見の充実に向けた調査研究等 

 ２．持続可能な社会の実現に向けた取組 

  （１）地域資源の徹底活用等によるまちづくり、地域づくり 

  （２）環境金融の拡大など事業活動、製品、消費行動等のグリーン化の推進 

  （３）グリーン・イノベーションを促進する研究・技術開発 

  （４）環境教育・環境保全活動の推進 

  （５）環境影響評価制度等の適切な実施 

  （６）第四次環境基本計画の着実な推進 

 ３．気候変動に係る新たな国際的枠組の構築など環境外交の推進 

  （１）カンクン合意に基づく次期枠組の構築等 

  （２）新たな二国間オフセット・クレジット制度の構築 

  （３）持続可能な開発の実現に向けた戦略的な環境外交の推進 

二循環型社会の実現 

三生物多様性の保全など自然共生社会の実現 

四安全・安心な生活の実現 

 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif


規制・制度改革を受けた検討 
・傾斜掘削を個別に判断する際の考え方の明確化 

・温泉法における掘削許可の判断基準の考え方を示し
たガイドラインの策定 等 

地熱発電の現状 

世界第3位の資源量を誇る我が国の地熱エネルギーを適切に活用するため、 

景観や温泉等の自然環境に配慮した自然共生型の地熱開発を支援 

指摘されている地熱開発の主な課題 

 開発リスクが高い（計画どおりの蒸気量が確保できない等） 

 開発コストが大きい（開発のリードタイムが長く人件費等の負担が大
きい、調査・開発段階の掘削費用が高額等） 

 関連法令の諸規制（自然公園法に基づく開発行為の規制、温泉法に
基づく掘削許可等） 

 地熱資源のほとんどが温泉地に近接しており、地元温泉事業者等と
の調整が必要 

（地熱発電に関する研究会中間報告（平成２１年６月）を基に作成） 

近年新規立地無し 

自然景観 温泉資源 地熱発電施設 

自然共生型の地熱開発が重要 
  （地域の理解・協力の醸成がキー） 

景観や温泉等の自然環境に配慮した地熱発電を導入するための掘削に対して補助 

自然共生型地熱開発のための掘削補助事業 

自然共生型の掘削の例 

（国立公園内への傾斜掘削） 

公園内 公園外 
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緊急時対応（電源の確保）の課題 

◆ガスコジェネレーションの長所◆ 

・エネルギーの高効率利用よる省エネ・省CO2 

・停電時にも長時間の運転が可能な分散電源 

  

東日本大震災後の電力不安定化により、医
療施設等では、停電などの緊急時にも対応
できる電力の確保が急務。 

これら課題の解決のため、ガスコジェネレーションの導入が有効 

温室効果ガス排出量 

非常用電源としては、比較的安価で導入しや
すいディーゼル機関の発電機を導入している
ケースが多い。 

非常用電源としてのディーゼル機関の課題 

動作の安定性 
長時間運転の可能性 

（燃料不足の懸念） 

★電力供給の安定化と二酸化炭素排出抑制を同時に実現 

病院等へのコジェネレーションシステム緊急整備事業 

 人命にかかる事態が想定される医療施設又は福祉関係施設の非常
用電源確保 



地域調和型エネルギーシステム推進事業（農林水産省連携事業） 

＜背景＞ 

○ 福島第一原発の事故を契機として、再生可能エネルギーによる自立・分散型のエネルギー供給システム
の実現を図ることが喫緊の課題 

○ 一方、農山漁村地域には再生可能エネルギーとして利用可能な資源が豊富に存在しているものの、安
定的なエネルギー源として利用するためには多くの課題が存在 

○ このため、農山漁村地域において、地域で利用するエネルギー源としての再生可能エネルギーの導入に
向けた調査・実証を行い、課題の抽出・整理、克服方法の検討等を行うことが必要 

＜事業内容・スケジュール＞ 
○平成24年度 

 ・候補地の選定（５カ所程度） 

 ・集落の合意形成に向けた取組の支援（協議会の立ち上
げ、運営、協定の取り決め等） 

 ・発電施設等（太陽光等の発電設備、蓄電池、接続線等）
の調査設計 

 ・運営コストの試算 等 
 

○平成25年度 

 ・発電施設等の導入・運用の開始 

 ・課題の抽出・整理（特に導入時） 等 
 

○平成26年度 

 ・発電施設等の本格的運用 

 ・課題の抽出・整理及び当面の克服方法 等 
 

○平成27年度 

 ・発電施設等の本格的運用 

 ・事業の総括（課題とその克服方法）・公表 等 

＜期待される効果＞ 

地域ごとの特性を生かした再生可能エネルギー
の導入に当たり、課題及びその克服方法を明確
化 

安定的な自立・分散型のエネルギー供給システ
ムを構築することにより、農山漁村地域における
災害にも強いエネルギー供給システムを確立 

これら情報を取りまとめて公表することで、全国で
の自立・分散型のエネルギー供給システムの実
現を促進 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



保管施設 

風力発電施設 大型荷役施設 

蓄電 

無電極照明 

冷凍コンテナ 

配電 送電 

蓄電池 

管理棟 

一般 
電力 

官公署 

・港湾地域において、再エネ設備・蓄電池・省エネ設備等の集中的導入を支援 
 

・低炭素で災害に強い、先進的でモデル的な臨海湾地域を構築 

災害等非常時にも効果的な港湾地域低炭素化推進事業（国土交通省連携事業） 
 

平成24年度 １，４００百万円 

温室効果ガスの
排出量が多い 

○海上・陸上の物流システム 
産業活動の拠点が集中 

【実証事業(委託)】 （民間委託費：1,000百万） 
○災害時においても機能や安全性などの保持に必要なエネルギー
を再生可能エネルギー・蓄電池により確保できるシステムを構築 

○モデル的な取組を支援し、温室効果ガス削減効果や事業性並び
に国内外の港湾地域への波及性等を検証。 

【補助事業】 （民間補助(1/2)： 400百万） 

リーファーコンテナ トランスファークレーン 大容量蓄電池 

○環境省・国土交通省が連携し、先進的な取組を推進していくことによ
り、温室効果ガスの効果的な削減を図る。 
○災害時における機能の維持や、電力需給逼迫への対応の観点からも、
再エネの導入や省エネ対策の推進が必要とされている。 

港湾地域における再エネ設備・蓄電池、省エネ設備等を 
集中的に導入する先進的な取組を支援。 
 

イメージ図 

【CO2削減効果】約10,100t-CO2/年 

陸電 

先進的技術
の導入 

電力回収装
置によるブ
レーキエネル
ギーの活用 

周辺工場や
施設からの
冷熱・排熱等
の活用 

大規模蓄電
池や制御シ
ステムによる
エネルギーの
効率的利用 

○電力回収装置付トランスファークレーンや温度調節機能を持つ
リーファーコンテナー等の先進的技術の導入や周辺の冷熱や排熱
等未利用エネルギーなどの活用によるモデル的取組を支援し、臨海
地域の低炭素な地域づくりを推進。 



  
鉄道貨物の主流である12ftコンテナは長距離 
   輸送に多く使われる10tトラックより小さく、使用 
  するには工場等の施設の改築や作業手順の 
  大幅な変更が必要 
 10tトラック=T11パレット16枚 12ftコンテナ=T11パレット6枚 

ＪＲ貨物は31ftコンテナ（10ｔトラックと同サイ 
    ズ）を保有していないため、現在は荷主が  
 自前で購入する必要（1本400～500万円） 
私有コンテナは返送費用も自前 

  
 
 
 
 

ＪＲ貨物及び利用運送事業者に対し、
導入費用の1/2を補助することにより、
31ftコンテナの導入を支援 
 
＜期待される効果＞ 
○モーダルシフトの促進 
  →ＣＯ２削減（約1.4万t/年） 
   省エネ、大気環境改善 等  
＜その他の効果＞ 
貨物駅での留置可能→在庫確保 
被災地への大量物資輸送にも活躍 

物流の低炭素化促進事業（国土交通省連携事業） 

荷主にとっての阻害要因 

 
 
 
 
 
 
 

環境に優しいモーダルシフト 

鉄道も使ってみたいが、実際には難しい・・・ 

＜対応のポイント＞ 

ＪＲ貨物及び利用運送事業者（日通等）が
10tトラックと同じサイズである31ftコンテ
ナを数多く保有することが必要 

対応策 

ＣＯ２排出量の削減 
道路渋滞の解消 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量の節約 
輸送効率の向上 

CO2排出量原単位はトラックの約1/6 

東日本大震災の影響 
→火力発電所等からのＣＯ２，排ガス増大 



エコ賃貸住宅CO2削減実証事業 （賃貸住宅市場への環境価値反映事業） 

家庭部門のCO2削減として、住宅における対策は、長期的に効果が得られる一方で、対策の遅れが長期にわたり影響するため、
早期の取組が必要。 

特に住宅ストックの約４割を占める賃貸住宅においては、低炭素化への躯体や設備の投資が賃貸料金の引き上げに繋がるため、 
CO2削減への取組が遅れているのが実情。 

環境基本性能の高い賃貸住宅の入居率向上のためには、物件選択（賃貸料金選択）の条件の一つとして、光熱費等の低炭素
化の効果を明示することが必要であり、光熱費の推計手法を構築するための実測調査事業を実施。 

（１）エコ賃貸住宅効果計測 

温度・湿度・エネルギー消費量の計測等を行い、構
造、断熱性能等の違いによる省エネポテンシャルを
実測。実際の光熱費や居住者のライフスタイルへ
の影響、居住に対する効用を調査。 

（２）エコ賃貸住宅指標検討 

（３）エコ賃貸住宅に対する消費動向調査 

（１）で得られた情報を元に、実際の光熱費の分布
と比較して、目安としての光熱費参考値を設計値
等から推計できる方法を検討。 

光熱費参考値等を賃貸住宅選択時に情報提供す
ることで、入居者の意思決定にどの程度寄与する
かについて、特に学生、新社会人（借上社宅を含
む）等を対象として調査・実証。 

エコ住宅 
（省エネ配慮あり） 

非エコ住宅 V.S. 

光熱費・大 光熱費・小 

・居住世帯の室内外の温度差、投入エ
ネルギー量等から省エネ性能を推定し、
光熱費との関係を整理・分析。 

 
・居住者のライフスタイルへの影響、居
住に対する効用を調査 

 

エアコン 
電力消費 

室内温 室外温 

光熱費 

主たる部屋 

賃貸住宅市場への環境価値の反映を促進 



地球温暖化対策技術開発等事業（競争的資金） 

開発成果と平成24年度重点公募課題（予定） 

開発成果の例： 
電気自動車用大容量リチウムイ
オン電池 

・エネルギー密度160Wh/ kg 

・2010年市販のEVに搭載 

平成24年度は以下の領域に重点化 

◆  「グリーンイノベーション推進実証研究領域」：優良技術を社会に組み込むための必要な法令等
改革、運用方法・制度の確立、社会の受容拡大等に関する実証研究を実施 

交通低炭素化技術開発分野 住宅・オフィス等低炭素化技術開発分野 

エネルギー供給低炭素化技術開発分野 バイオマス・循環資源低炭素化技術開発分野 

重点公募課題： 

物流の低炭素化を進めるための制度と
その円滑な運用のためのシステムの構
築に関する実証研究 

開発成果の例： 
白色LEDを用いた高効率
照明システム 

・消費電力：約1/5倍 

・価格：約1/7 

開発成果の例： 
球状シリコンを用いた太陽電
池 

・シリコン使用量1/5 

・低コスト15万/kW 

開発成果の例： 
乾式メタン発酵法による都
市型バイオマスエネルギー
システムの実用化 

重点公募課題： 

既設住宅・建築物に適用可能で低コスト
な省エネルギー技術の導入に関する実
証研究 

重点公募課題： 

里地里山の保全に伴い生じる草木質バ
イオマスのエネルギー源としての利活用
に関する実証研究 

重点公募課題： 

風力発電等分散型エネルギーの広域運
用システムに関する実証研究  



洋上風力発電実証事業 

◆ 洋上風力発電は大きな期待を集める再生可能エネルギー 

 ○我が国は、排他的経済水域世界第６位の海洋国であり、洋上には陸上に比べて大きな導入ポテンシャル 

 ○洋上は風速が高く、その変動が少ないため、安定かつ効率的な発電が見込まれる 

◆ とりわけ、水深が浅い海域が少ない我が国では、深い海域（50m以深）に適用可能な浮体式が期待されている 

我が国初となる、フルスケール（２ＭＷ）の浮体式洋上風力発電実証機の建造・設置・運転 

  

100kW小規模
試験機 
[H24年度に設置・
運転開始] 

60m

11m

24m

6m

6m

12m

5m

7m

目標：平成28年度の浮体式洋上風力発電の実用化 

H24 H25 H26 H27 

環境調査 

小規模試験機（100kW）の 

  実海域設置・運転  

実証機（2MW）の 

  実海域設置・運転 

事業性等の評価 
成果を反映（設置、制御等） 

2MW実証機は、H24年度に建造に
着手 

H24-27年度の事業計画 

①実施候補海域の選定 

周辺漁協・住民の賛同・同
意等から長崎県五島市椛
島沖を選定（陸から約1km、
水深約100m） 

②基本設計の決定 

様々な浮体式プラット
フォーム形式の中から、
コスト面、海底地盤適
応性等により、スパー
型を選定 スパー型 セミサブ型 TLP型 

H22-23年度の事業成果 



ＨＥＭＳ利用によるCO2削減試行事業 

CO2削減ポイント付与 

削減効果を検証する 

HEMSデータ 
・集積されたHEMSデータ 

・将来のCO2削減量のクレジット化 

○母集団のデータによる削減アド
バイス情報提供 

○削減のベストプラクティスの共有 

・HEMSベンダー 

・ハウスメーカー 

・家電メーカー 

・マーケティング会社等 

ポイントの資金等提供 

○見える化型HEMSは、単独でもCO2削減効果があるが、家庭への魅力不足とイニシャルコスト高により普及していない。 

○普及促進のためには、HEMS利用の様々なメリットを付加し、家庭の導入モチベーションを上げることが最重要。 

○本事業は、既存のHEMS設置世帯の大量のデータを基に企業から出資を募り、CO2削減の継続的なインセンティブを設ける 

  自立的な資金メカニズムのシステムモデル構築が目的。 

○インセンティブと大規模な母集団データにより示される削減アドバイスにより、家庭のCO2と光熱費の効果的な削減を実現 

ネットワーク効果により 

集積データの価値倍増 

システム上でHEMS利用の様々なサー
ビスが展開され、HEMSの導入価値増

大 
家庭の
データ 

提供協力
費 

システム等 

インフラ整備、
解析費 数万件のHEMS市

場 



１台あたりのCO2排出量の削減効果が高い特殊自動車の率先導入を促し、 
本格的普及につなげることで、自動車における低炭素化と低公害化を加速 

特殊自動車における低炭素化促進事業 
（国土交通省連携事業） 

ハイブリッドオフロード車（ショベル・ローダ、フォーク・リフト等） 

燃費改善は約25％ 
 

▲約10トン-CO2/台･年 

燃費改善は約40～50％ 
 

▲約12トン-CO2/台･年 

ハイブリッド油圧ショベル 

※車体上部の旋回運動の減速時にエネルギー回生 ※車体前後進運動の減速時にエネルギー回生 

～建設業、農業、産業用等、様々な業種で幅広く利用～ 

1台の導入でハイブリッド乗用車約20台分のCO2削減効果！ 

ディーゼルハイブリッド フォークリフト  
電動系建機 

（拡充）  



温暖化防止国民運動推進事業 

●「温暖化防止国民運動推進事業」で提案する「６つのチャレンジ」の実践を国民、企業等に訴求するとと
もに、クールビズ、ウォームビズ、スマートムーブ、朝チャレ！等の事業を推進。 
●国民運動に賛同する「個人チャレンジャー」「企業・団体チャレンジャー」を募集。 
  （平成23年12月現在―個人約86万人・企業約2万2千社） 

●最新の省CO2設備や施設等の設置促進のための情報提供を、SNSを含む様々なメディア等も活用しつ
つ実施。 

①国民運動の認知率向上、チャレンジャーの獲得 

②先進的な環境技術の紹介、省CO2機器、施設の情報提供  

③自治体、企業・団体、NPO等と連携した普及啓発施策の展開 

④スーパークールビズ 

 

  

⑦朝チャレ！（朝型生活にチャレンジ）  

（冷房時の室温を28℃に設定しても快
適に過ごせるライフスタイルの提案） 

⑤ウォームビズ 

（暖房時の室温を20℃に設定しても快
適に過ごせるライフスタイルの提案） 

「CO2を削減する朝の新たなライフスタイルの提案」 

（CO2削減効果） 
照明、エアコン、テレビの使用時間を 
1日1時間短縮した場合（1世帯／年間） 
【照明】約85㎏のCO2削減 
【エアコン】約58㎏のCO2削減 
【テレビ】約22㎏のCO2削減 
（合計）約165㎏のCO2削減 （朝チャレ！キックオフイベント） （朝チャレ！HPイメージ） 

（クールビズポスター） 

【６つのチャレンジ】 

（温暖化防止国民運動 HP） （温暖化防止特別イベント） 

●最先端の環境技術を映像で紹介 ●省CO2設備の紹介、エコビジネスの促進 

●NPO等とメディアとの連携支援事業 ●地域での温暖化防止の取組支援 
（名チャリプロジェクト） 

（双方向メディアによる
情報提供） 

（雪冷熱エネルギー活用） 

⑥スマートムーブ ～「移動」を「エコ」に 

 

 

・「移動・交通」に伴うCO2排出量を削減するため、CO2排出の少な
い移動へのチャレンジを提案 

・「環境にいい」だけでなく、｢快適・便利｣、そして｢健康｣につながる
ライフスタイルを「smart move」と名付け、企業・団体、国民に呼びか
け 



中・長期的な
節電の定着 

節電の方法 

節電の効果 

節電のインセンティ
ブ、 

社会・経済的影響
の分析 

2012年以降に継続
している取組と継
続していない取組 

震災以降の 

全国的な 

節電の取組 

現状 

分析 

節電・CO2削減のための構造分析・実践促進モデル事業 

中・長期的にCO2を大幅削減するため、当面の電力需給のひっ迫が解消された後も、 

節電の取組を中長期的に定着させる。 

特定の地域、業界、複数施設
を有する企業等を対象に最大

限の節電を実践 

実践促進モデル事業 

節電に係るデータ
を収集・整理し、
基礎情報を公開 

情報発信 

中・長期的に節電の
取組を定着させるた
めの対策・施策の確

立 

対策検討 

当面の電力需給ひっ
迫への主体的な取組

を促進 

家庭部門 
 家電の買い換え、省エネ努力など 
 

業務部門 
 駅・電車、自販機、店舗看板などの省エネなど 



エコで経済的な生活 

家庭 

診断員 

家庭エコ診断推進基盤整備事業 
・地球温暖化対策に係る中長期目標の達成に向け、1990年比で３割以上増加している家庭部門の温室効果ガス排出量を抜本的
に削減 

・「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 

・東日本大震災による家屋損壊からの復旧における環境配慮型住宅・設備の導入促進及び節電対策 

温暖化に対して何か取り組みたいけど、 
 我が家にとっての効果的な取組が知りたい！ 

!? 
「気づき」から 

!! 
「アクション」へ 

家庭のCO2排出情報の提供 

   ・アンケートによる事前調査 等 

CO2排出量の「見える化」、具体的かつ総合的な
行動のアドバイス 

・どこが悪いのか？みんなと比べると？何ができる？ 
・国や自治体の支援メニューのワンストップでの紹介 

家庭の使用状況から 

・個々の家庭の削減ポテンシャルの
推計 

・より低炭素な使い方の情報提供 

を、円滑に行うための診断ツール等
の改良 

診断ツールを用いた家庭エコ診断の効
果の検証を 

・実施主体 

・気候 

・居住形態 

等の特性を考慮して試行的に実施 

家庭のリアルタイムデータを解析し 

・診断ツールの改善点の整理 

・効果的な診断手法の検討 

・マニュアルの策定 

・資格制度化に向けた検討 

等を実施 

地域・民間主体 

による 

家庭エコ診断 

をさらに展開 

国による、中立性、信頼性を確保したきめ細やかな診断を促進するための基盤整備 



○ 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 

＋ 

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 



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 

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６千トン以上） 
の事業者 

規模：９０件程度 

 

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型、HIDランプ）の導入

LED照明の導入

超高効率変圧器の導入

インバーター導入による流体機器（ファン、ポンプなど）の回転数制御

高効率空調機の導入

太陽光発電設備の設置

インバータコンプレッサの導入

台数制御システムの導入

その他

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 



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 

 

 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
（新潟県） 

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 



＜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 

・ 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。 



海底下CCS実施のための海洋調査事業（3カ年） 

海洋生態系把握等事業 
 

１．海洋生態系把握調査 
①海洋生態系調査 
 浮遊生物・貝類、底生生物 
 を中心に海洋生態系調査 
 
②．海水の化学的調査 
 炭酸系項目の濃度把握 
 ・ｐＨ（センサー係留調査） 
 ・ｐCO２（センサー係留調査）       
 ・水温 
 ・塩分 
 ・全炭酸濃度等 

  
２．超長期管理体制の検討 
 ・諸外国の管理体制調査 
 ・我が国の管理体制の検討 
 
  
 
 
日本近海の海洋生態系を
把握し、CCS事業の適切
かつ円滑な実施を図る。ま
た、我が国における超長
期的な管理体制のあり方
の検討も行う。 

H23年度 
測定回数 
2回（秋、冬） 

調査内容 
海洋生態系の適切な観測地点の把握及び
炭酸系項目の濃度測定を広範囲で調査 

H24年度 
測定回数 
2回（春、夏）＋1海域詳細調査 

調査内容 
H23年度(秋、冬)及びH24年度(春、夏) の
調査結果等を受け、環境影響評価のための
モデル調査を実施 

H25年度 
測定回数 
４回（春、夏、秋、冬）＋１海域詳細調査 

調査内容 
海洋生態系等の自然変動把握 

 海洋生態系把握調査海域：５海域（  ） 

とCO２海底下地層貯留可能性調査海域（   ) ＊ 

及びＣＣＳ実証事業候補地選定調査海域（  ） ＊＊        

       

松島沖 

天草沖 

沖縄本島沿岸域 

大阪湾 

伊勢湾 

東京湾 

阿賀沖 

秋田沖 

北部九州沿岸域 

相馬～鹿島沖（い
わき沖含む） 

苫小牧沖＋
鵡川沖 

内浦湾 

別府湾 

海洋生態系把握の 

調査結果とりまとめ 

海洋生態系把握調査 

＊ 貯留可能推性調査地点は、 （財）地球環境産業技術研究機構 
   「平成17, 19年度二酸化炭素地中貯留技術開発成果報告書」 
   から引用。代表的調査海域のみ抽出。 
 
＊＊ＣＣＳ実証事業候補地選定調査海域は、経済産業省の同事 
   業の委託業者、日本ＣＣＳ調査(株)の公表による海域。 



情報発信 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適応策支援 
 

 

 

 

影響評価 
 

 

 

 

データ収集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005年までの100年間で世界の平均地上気温が0.74度上昇。多くの自然システムが影響を受けつつある。 
（IPCC第4次評価報告書） 

脆弱性の高い途上国のみならず、我が国を含む先進国でも既に影響が顕れつつある 

モニタリング、情報収集・分析・評価、適応策の検討・実施 

影響評価報告書の定期的作成 

モニタリング手法、脆弱性評価手法の調査 

自治体等国内適応策実施主体の支援、普及・啓発 

適応ガイドライン 

優良事例等技術情報 

気候変動影響評価及び適応策 （45百万円） 
データ品質の管理・保証 

気候変動影響統計データベースの整
備 （公的統計に関する基本的な計画
に基づく） 

気候変動影響監視評価センター 

（60百万円） 

気候変動影響評価・適応推進事業 （２９９百万円） 

 我が国の有する科学的知見のIPCC等国際的な科学的基盤への貢献 

  

 
IPCC報告書作成支援業務 （65百万円） 

適応に係るニーズの把握、適応事例
の整理、ワークショップ開催等による
キャパシティビルディング 

適応情報のAPANを通じた
政策決定者への配信 

アジア太平洋地域における観測、データ収集に基づく脆弱
性評価 

アジア太平洋地域ハブセンター支援事業 （87百万円） 

我が国の技術の海外展開等アジア太平洋途上国支援 
 UNEP適応ネットワーク構築への貢献 

我が国の適応技術を整理し、途上国における利用を促進 

適応技術支援機能の整備 （42百万円） 
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Ⅱ持続可能な社会づくりのための重点施策 

一低炭素社会の構築を始めとした持続可能な社会の実現 

 １．再生可能エネルギーの大量導入など低炭素社会の実現に向けた取組 

  （１）地方公共団体等による省エネルギー・再生可能エネルギー推進の取組の促進 

  （２）政府一体となった低炭素社会実現に向けた取組の推進 

  （３）先進的な低炭素型技術の普及に向けた実証事業等 

  （４）節電・ＣＯ２削減に向けたライフスタイル変革の定着・展開 

  （５）震災の教訓も踏まえた効率的な低炭素投資の推進 

  （６）気候変動政策の基盤となる科学的知見の充実に向けた調査研究等 

 ２．持続可能な社会の実現に向けた取組 

  （１）地域資源の徹底活用等によるまちづくり、地域づくり 

  （２）環境金融の拡大など事業活動、製品、消費行動等のグリーン化の推進 

  （３）グリーン・イノベーションを促進する研究・技術開発 

  （４）環境教育・環境保全活動の推進 

  （５）環境影響評価制度等の適切な実施 

  （６）第四次環境基本計画の着実な推進 

 ３．気候変動に係る新たな国際的枠組の構築など環境外交の推進 

  （１）カンクン合意に基づく次期枠組の構築等 

  （２）新たな二国間オフセット・クレジット制度の構築 

  （３）持続可能な開発の実現に向けた戦略的な環境外交の推進 

二循環型社会の実現 

三生物多様性の保全など自然共生社会の実現 

四安全・安心な生活の実現 

 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif


地域の再生可能エネルギー等を活用した自立分散型地域づくりモデル事業 

 
 

 東日本大震災と原子力発電所の事故を背景に、再生可能エネルギー等を活用した自立・分散型エネルギーシステムの導入等
による「災害に強く環境負荷の小さい地域づくり」が国を挙げての課題となっており、「東日本大震災からの復興の基本方針」や
政府のエネルギー・環境会議においてもその方針が盛り込まれたほか、平成２３年６月に環境省が公表した「大量流通の見直し
を通じた持続可能な社会づくりのための方策に関するとりまとめ」においても言及。 

 政府の動きと並行して、民間事業者主体で、自治体や研究機関等と連携した再生可能エネルギー等の導入を柱とする地域づく
り構想も打ち出されており、こうした取組を支援することで、全国のモデルとなる具体的な地域形成につなげていく。 

①再生可能エネルギーを活用した災害時に効果的な蓄電 

 池連携配電技術・システムや電力管理システムの導入 

②再生可能エネルギーと遠隔制御やオークション制御等の 

 組合せによる効率的配電技術・システムの導入 

③低温廃熱や地中熱等を利用した小規模地域冷温水供給 

 システムの導入 等 

※地方公共団体と連携しつつ、災害時のエネルギー源 

  確保など、地域の防災性向上に資することが条件 

系統内各所に配置された蓄電池と
連携した配電制御システムにより、
災害時には避難等に必要な街路灯・
施設等にのみ通電、その他の電力
を蓄電してエネルギーを確保する。 

平成２４年度 

１０億円 

≪具体的な事業例≫ 
＜①の事業イメージ図＞ 

 全国のモデルとなる、災害に強く、低炭素な地域づくりを支援するため、先進的技術や取組を採り入れた、再生可能エネルギー
や未利用エネルギーによる自立・分散型エネルギーシステム（蓄電池導入を含む）の集中導入を、産学官で推進する事業につい
て、補助を行う。（補助対象：民間事業者、補助率：１／２、全国４カ所程度で実施予定） 

※本事業によるＣＯ２削減効果は７，７００ｔ－ＣＯ２／年を見込む。 

背景・趣旨 

概要 



温室効果ガスの削減に向けては、地域の幅広い関係者が協力しつつ、先進的対策の実証や対策技術の集中導入に取り組むこと
が有効。このため、効果検証がなされていない先進的対策の事業性等の地域における実証事業や、地域特性を踏まえ複数技術
を組み合わせた集中導入等、全国のモデルとなるような低炭素地域づくりを集中的に支援する事業を実施し、全国的展開を目指
す。 

チャレンジ25地域づくり事業（先進的対策の実証による低炭素地域づくり集中支援事業） 

【事業内容】 
  ・技術は確立されているが、効果検証がなされていない先進的対策について、事業性・採算性・波及性等を検証する事業 
  ・地域特性に応じて複数の対策技術を組み合わせて行うこと等により、他地域のモデルとなるべき事業 
  ・委託対象は、民間事業者。①～④で、平成23年度からの継続事業１４箇所、新規事業５箇所程度を実施予定。   
  （なお、①において清掃工場を対象とするものは、事業者たる地方公営企業が対象）） 

④バイオマスエネルギー等の活用 

・間伐材等を活用した熱電供給 
 システム 
・下水汚泥等由来メタンを活用 
 した熱電供給システム 

～都市で未利用の廃熱を輸送して冷暖房に活
用します～ 

・清掃工場等の廃熱や温排水 
 →先進的な熱電供給システム 
  の構築 

②低炭素型交通システムの構築 

・燃料電池車 
・内航船舶のアイドリング・ストップ 

③大規模駅周辺等の低炭素化 

・大規模太陽光 
・燃料電池     など 
 →大規模駅周辺への集中導入 

①都市未利用熱等の活用 

～CO2を出さない交通で地域づくりを進めます～ 

～街の中心からCO2をカットして周辺へも波
及させます～ 

～地域の未利用資源を最大限に活用して低炭素
化を進めます～ 

90 

平成24年度 2,700百万円 

【本事業による温室効果ガスの削減効果】 
約10,000t-CO2/年 



 
・導入に際して多額の初期投資（頭金）を負担することが困難な家庭及び事業者（中小企   
 業等）について、頭金なしの「リース」という手法を活用することによって低炭素機器の  
 普及を図り、もって「エコで快適な暮らし」を実現。 
・具体的には、低炭素機器をリースで導入した場合に、リース総額の３％を指定リース事 
 業者に助成（他に補助制度がある場合にはどちらかを選択。）。 
・対象機器の例 
 家庭向け：住宅向け太陽光パネル等（家庭用高効率給湯器等低価格製品は対象外。） 
 事業者向け：高効率ボイラー、高効率冷凍冷蔵庫、ハイブリッド建機、太陽光パネル等 

・効果：①約21万トンのCO2削減（約4万世帯分の年間排出量を削減）、②約580億円の環 
 境投資促進、③約1,800人雇用創出を見込む 
 

概 要 

 
家庭・事業者向けエコリース促進事業 

 

民
間
団
体(

公
募) 

（
補
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事
業
者
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国 

（
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省
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指
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リ
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ス
事
業
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（
間
接
補
助
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業
者
） 

リ
ー
ス
先
（家
庭
・
事
業
者
） 

補助金 

補助金の申請 

補助金の申請の審査・交付 

リース契約 

リース料の低減 

スキーム 
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５．カーボンオフセットのすすめ 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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カーボン・オフセットとは？ 
 

市民、企業等が、①自らの温室効果ガスの排出量を認識し、②主体的にこれを削減する努力を行
うとともに、③削減が困難な部分の排出量を把握し、④他の場所で実現した温室効果ガスの排出
削減・吸収量等（クレジット）の購入、他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動の
実施等により、③の排出量の全部又は一部を埋め合わせること 
 

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の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 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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森林管理 

森林バイオマス活用 

＜プロジェクト例＞ 

③意見募集 

プロジェクト計画 

プロジェクト実施 

①方法論等の設計・公表 

⑥モニタリングを実施 

検証機関 

②計画 

温室効果ガス排出企業等 
Ｊ-VERをカーボン・オフセット等に利用 

資金 J-VERを登録簿の口座内に保有 J-ＶＥＲ 
登録簿      

口座 J-VER 

口座 J-VER 

⑨J-VER発行 

J-VERを登録簿の
口座内に取得 

妥当性確認機関 

④妥当性確認を実施 

⑤審議・ 
登録 

⑧審議・ 
認証 

⑦検証 

確認 

クレジット発行依頼書提出 

〇国内で実施されたプロジェクトによる温室効果ガス排出削減・吸収量を、カーボン・オフセットに用いられる信頼性の高いオフセット・クレジット（J-
VER）として認証する制度。環境省が平成20年11月に創設。 
〇本制度により、市民・企業・自治体等がカーボン・オフセットを行うための資金（J-VER購入資金）が、地方の森林整備や地域地場産業等の国内

の排出削減・吸収プロジェクト事業者に還流される。民間資金を活用して、地球温暖化対策と雇用・経済対策を一体的に推進することができるグ
リーン・ニューディール促進策の一つ。 

※ISOに準拠した制度設計 

認証通知 

プロジェクト登録依頼書を提出 

登録通知 

GHG排出削減/吸収量認証依頼書を提出 

オフセット・クレジット（J-VER）制度の概要 

オフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ） 
認証運営委員会（環境省） 

排出削減・吸収活動 
プロジェクト実施事業者 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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九州地方の特色 

出展：Google Map 

木材生産額は全国の25% 
 
 
森林関係でのJ-VER取得案件が豊富 

6位：大分県、9位：鹿児島県 

※データは農林水産統計より 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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九州地域でのJ-VER取得事例 

自然と未来株式会社 廃食用油
由来BDF活用プロジェクト

（402tCO2/年） 

JA全農長崎大村果汁工場にお

ける、高効率ボイラーの導入と
LPGへの燃料転換による温室効
果ガス排出削減プロジェクト 

（275tCO2/年） 

宮崎県における化石燃料から木
質ペレットへの燃料代替プロジェク

ト（ 135tCO2/年） 

福岡市営林間伐促進型プロジェクト 
（ 1419tCO2/年・4873tCO2 ） 

熊本県県有林による間伐を 

用いた温室効果ガス吸収事
業（ 1088tCO2/年・1971tCO2 ） 

熊本県小国町間伐推進プロジェ
クト 
（504tCO2/年・328tCO2） 

諸塚村森林炭素吸収量活用プロ
ジェクト 
（679tCO2/年・796tCO2） 

住友林業株式会社社有林管理プロ
ジェクトI (宮崎事業区山瀬地区) 
（19538tCO2/年・4234tCO2） 

間伐促進 

廃食油BDF 

ボイラー更新
燃料転換 

ペレットボイ
ラー代替 

森林経営促進 

※数値は、 

(排出削減/吸収見込量（tCO2/年）・認証量（tCO2） 

大分県JAフーズ大分ボイラ更新
によるCO2削減計画（130tCO2/
年） 

長崎国分によるCO2削減エコド
ライブプロジェクト（18tCO2/年） 

その他 

宮崎県門川県有林 森林吸収
活用モデル事業（490tCO2/年） 

 

熊本県苓北町 金井の森間伐
推進プロジェクト（362tCO2/年） 

イオン那覇店LED照明を用いた温室
効果ガス削減事業（ 461tCO2/年） 

延岡市有林間伐型CO2吸収 
プロジェクト（2788tCO2/年） 

鹿島社有林整備吸収源 
プロジェクトその1(宮崎) 
（397tCO2/年・208tCO2） 

久留米市田主丸財産区 間伐推
進プロジェクト（ 2049tCO2/年） 

福岡県・株式会社フチガミ廃食用
油由来バイオディーゼル燃料活用 

（ 264tCO2/年） 

日田市上津江町 間伐推進プロ
ジェクト（ 764tCO2/年・828tCO2） 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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森を育む Forest Cocktail(フォレストカクテル) 

写真／イメージ 

 
 
 
 
オフセット対象：カクテル 
オフセットタイプ：自己活動オフセット支援 
オフセット量： 60［tCO2］（カクテル1杯あたり1kg） 

概要 

事例の紹介 

J-VER J-VER 

株式会社 

トライ・ウッド 
一般社団法人 

more trees 

白木屋 

（株式会社 

モンテローザ） 

株式会社モンテローザの「国際森林年」に合
わせた森林保全活動の一環の取組として、
カーボンオフセット付きカクテルを「白木屋」に
て提供。 
対象のカクテルを注文すると、1杯につき、1kg
のCO2をオフセット出来る。 

J-VER活用個別事例（企業×商品） 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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J-VER活用個別事例（企業×イベント） 

越智産業㈱「アイラブホームフェア」 

写真／イメージ 

 
 
 
 
オフセット対象：展示会来場者1人あたり    
          1kgのCO2をオフセット 
オフセットタイプ：会議・イベント 
オフセット量：22.349［tCO2］（2010年度） 

概要 

事例の紹介 

○2010年7月から九州・中国地方で 
  行われるフェアが対象 
○2010年度の来場者数は、22,349人 
○2011年も同様の取り組みを継続 
○参考URL 
http://www.ochisangyo.co.jp/offset/ 

住友林業㈱ J-VER 越智産業㈱ 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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会議・イベントにおけるオフセットについて 

• 平成23年4月に環境省作成。 

• これまで、一般に会議・イベントのオフセットに
ついては時間的な制約や運営上の不確定要
素が大きいなどの特徴があり、市民や企業等
が取り組むには分かりにくいといった指摘が
あった。 

• そこで既存の基準・ガイドライン類についての
課題を整理し、市民や企業等が会議・イベント
におけるカーボン・オフセットについて容易に
取り組めるよう、具体的な事例も加えながら必
要な手順を分かり易く解説する手引きを作成。 

• 市民、企業、NPO/NGO、地方公共団体、政府

等が行う様々な会議・イベント開催に当たり、
本手引きを活用いただき、より一層カーボン・
オフセットが普及することを期待。 

 

会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き(Ver.1.0) 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif
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地方発カーボン・オフセット認証取得支援 

北海道エコ・アクション事
務局 

株式会社北海道フット
ボールクラブ 
【北海道】  

2012シーズンに開催されるコンサドーレ札幌のJ1リーグ戦全ホームゲームを対象に、試合
会場でのエネルギー利用で排出されるCO2を、北海道産J-VERを用いてカーボン・オフセット。 
 コンサドーレ札幌が勝利した場合にはそのCO2の3倍をオフセットするなど、勝利するほど
環境に優しい仕組みづくりを行い、サポーターも巻き込んだ環境貢献。  

合同会社木質ペレット推
進協議会 
【新潟県】 

 木質ペレットを燃料に使い育てられた花卉・花木を購入した人の日常生活におけるCO2排
出量の一部を、J-VERでカーボン・オフセットする取組。 

NPO法人雪の都GO雪共
和国 
【新潟県】 

新潟J-VER(苗場山麓竜神の森プロジェクト)を活用し、リフト券をクレジット商品として販売。 
来訪者がスキー場までの移動中に排出するCO2をオフセットすることからスタートし、将来的
にはスキー場で排出されるCO2をオフセットできるよう、地域内のスキー場と連携を図る。  

徳島カーボン・オフセット
推進協議会 
【徳島県】 

徳島県の特産品を同県で創出されたJ-VERを活用してカーボン・オフセット商品としてブランド
化し、都市を中心に戦略的に販売する「地産都商」プロジェクト。 

GARRISON 
【高知県】 

間伐等の森林整備された際に搬出される木材を有効利用し、企業やブランド向けに国産木
材ノベルティー製品を企画製造するGARRISON(ギャリソン)が、国産木材ノベルティー製品を
高知県J-VER(高知県中土佐町四万十黒潮の森間伐推進プロジェクト)を活用しオフセット。 

小国町カーボン・オフセッ
ト協議会 
【熊本県】 

2012年2月19日に熊本市で開催される第1回熊本城マラソンの参加者を対象に木製のグッ
ズを提供し、受け取った参加者の日常生活におけるCO2排出量のうち、1人当たり2kg分を熊
本県小国町で創出されたJ-VERを活用してオフセット 

・平成２３年度第３次募集採択結果より 

御社の商品・イベントもオフセットしてみませんか？ 

http://www.env.go.jp/kanbo/koho/moe_logo.gif

