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１．各種排出量取引制度に基づく審査
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全体像
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1‐1 国内統合市場

（出典：環境省資料）
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1‐1‐1 試行排出量取引スキーム
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排出量の算定、報告、検証
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目標設定参加者

業種 目標設定主体数 のべ参加申請者数

（経済産業省受付）
(※1)

196 325

エネルギー転換部門 22 22

電気事業 9 9

石油精製業 9 9

都市ガス業 4 4

産業部門 150 279

鉄鋼業 2 74

化学工業 41 41

製紙産業 10 10

セメント産業 9 9

電機電子産業 21 21

自動車製造業 1 58

非鉄精錬業 7 7

ゴム工業 21 21

その他 47 47

業務部門 24 24

コンビニエンスストア
業

5 5

商社 10 10

その他 9 9

目標設定参加者

業種 目標設定主体数 のべ参加申請者数

（金融庁受付） 8 8
銀行業 5 5
損害保険業 3 3

（財務省受付） 1 1
ビール等製造業 1 1

（厚生労働省受付） 2 2
医薬品製造業、小売業 2 2

（国土交通省受付） (※1) 7 7

航空運送事業 2 2
貨物運送事業 3 3
その他 11 11

（環境省受付） 178 178
産業廃棄物処理業 2 2
自主参加型国内排出量取
引制度（JVETS）(※2）

176 176

392 521

取引参加者(各省等受付）
主体数 のべ参加申請者数

68 68

その他参加者
(国内クレジット制度排出削減

事業者等）

主体数 のべ参加申請者数

126 126

参加者総計 主体数 のべ参加申請者数

586 715

平成21年7月6日現在

(※1) 複数の自主行動計画に参加している企業であって、今次新たに単一の目標設定
を行った分の重複を排除したもの。

(※2)本スキームにおいて、企業単位で目標設定を行った者のうち、ＪＶＥＴＳに事業所
単位等で既に参加している13社を含んだもの。
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試行排出量取引スキームの参加企業数

2008年度目標設定参加者の実績
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検証機関

11

JVETSで検証を実施している検証機関とほぼ同一

（出典：環境省資料）

試行排出量取引スキームでの検証業務の特徴
（対象：エンティティ・ベース：企業、事業所）

検証のポイントは・・・

・網羅性のチェック

計上し忘れた排出源がないか？（特定の業種でどのような排出
があるのか、の知識が求められる）

・正確性のチェック

燃料使用量、電気使用量、蒸気・熱の使用量などの活動量から
正確にCO2排出量への算定ができているか？（算定ルールの理
解が求められる）

➔事業所全体でのCO2排出量が対象のため、ほとんどが事業所
全体での燃料等の購入量（または使用量）からCO2排出量が算
定できる。

➔特定の業種についての一定レベルの知識は必要だが、技術的
な知識はあまり求められない。 12



検証機関の機関認定の仕組み

13

検証機関登録要件を
満たしているか、事務
局がチェック

検証機関

・登録要件を満たしているか
－機関としての要件
－品質管理、公平性確保のための仕組みがあるか
－対象となるセクトラル・スコープ（テクニカル・エリア）の
審査をするに足る力量・専門性を備えた人材が確保
できているか

－審査人材の力量評価・維持・管理の仕組みがあるか
－審査実績、経験が十分あるか等

・審査人材の力量評価・管理は、審査機関が行う

1‐1‐2 自主参加型排出量取引制度（JVETS）

14（出典：環境省資料）



15（出典：環境省資料）

16（出典：環境省資料）



17（出典：環境省資料）

18（出典：環境省資料）



19（出典：環境省資料）

20（出典：環境省資料）



21（出典：環境省資料）

22（出典：環境省資料）



23（出典：環境省資料）

JVETSの検証業務の特徴
（対象：エンティティ・ベース：工場、事業所）

検証の主なポイントは・・・

・網羅性のチェック

計上し忘れた排出源がないか？（特定の業種でどのような排出
があるのか、の知識が求められる）

・正確性のチェック

燃料使用量、電気使用量、蒸気・熱の使用量などの活動量から
正確にCO2排出量への算定ができているか？（算定ルールの理
解が求められる）

➔事業所全体でのCO2排出量が対象のため、ほとんどが事業所
全体での燃料等の購入量（または使用量）からCO2排出量が算
定できる。

➔特定の業種についての一定レベルの知識は必要だが、技術的
な知識はあまり求められない。
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検証機関の機関認定の仕組み

25

検証機関登録要件を
満たしているか、事務
局がチェック

審査機関

・登録要件を満たしているか
－機関としての要件
－品質管理、公平性確保のための仕組みがあるか
－対象となるセクトラル・スコープ（テクニカル・エリア）の
審査をするに足る力量・専門性を備えた人材が確保
できているか

－審査人材の力量評価・維持・管理の仕組みがあるか
－審査実績、経験が十分あるか等

・審査人材の力量評価・管理は、審査機関が行う

26（出典：経済産業省資料）

1‐1‐3 国内クレジット制度



27（出典：経済産業省資料）

28（出典：経済産業省資料）



29（出典：経済産業省資料）

30（出典：経済産業省資料）



31（出典：経済産業省資料）

32（出典：経済産業省資料）



33（出典：経済産業省資料）

34
（出典：経済産業省資料）
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（出典：経済産業省資料）

36（出典：経済産業省資料）



37（出典：経済産業省資料）

38（出典：経済産業省資料）



39（出典：経済産業省資料）

40（出典：経済産業省資料）



排出削減事業の承認要件

① 日本国内で実施されること
② 追加性を有すること
③ 自主行動計画に参加していない者により行われること
④ 承認排出削減方法論に基づいて実施されること
⑤ 審査機関又は審査員による審査を受けていること
⑥ その他運営委員会が定める事項に合致していること

運営規則より
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国内クレジットの認証要件

① 排出削減量が承認排出削減事業計画に従って当該
計画を実施した結果生じていること

② 排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削
減事業計画に従って算定されていること

③ 審査機関又は審査員の実績確認を受けていること
④ ②の排出削減量を算定した期間が、平成25年（2013
年）3月31日を超えないこと

⑤ その他運営委員会が定める事項に合致していること

運営規則より

42



43

（１）排出削減事業者が自主行動計画非参加者であること

（２）排出削減事業における設備を対象とした国または地方
自治体からの

補助金の有無
●何年度の補助金か
●補助金種別、交付主体
● （排出削減事業が既に始まっている際は）補助金申
請・交付決定・交付・着工・稼働などのスケジュール

（３）追加性の有無
●投資回収年数が概ね３年以上であるか否か
●投資回収年数が長期であるケースにおける事業
●追加性の実証に用いる定性的な要因の内容

（４）既存設備の使用年数（ベースライン排出量算定の前提
が既存設備を使い続けることである場合）
●目安として使用年数が法定耐用年数の２倍を超えてい
ない
●上記が２倍を超えている場合はメンテナンス状況、過
去の稼働率等から、まだ継続使用が可能であることを
客観的に説明できるか

（５）木質バイオマス燃料使用案件の場合
●由来（国産材であるか、未利用材であるか）
●リーケージがないか（補機動力、輸送）

（６）フロン冷媒の適正な回収・破壊
●更新対象の空調、ヒートポンプの冷媒にフロ
ンが使用されているか

●上記の場合、都道府県に登録された処理業
者により処理されているか

●上記に関わるエビデンス（処理証明書 等）

（７）発熱量の取り扱い
算定において、発熱量は同一種類のものを使用し
たか？特に、デフォル値（高位ベース）を使用する
場合、算定は高位ベースで統一したか？

（８）ヒートポンプと空調
ヒートポンプ設備の導入であっても、温冷水・蒸気
の製造を伴わない場合、方法論004「空調設備の更
新」を使用しているか？（例えば、園芸用ヒートポン
プ事業などは方法論004「空調設備の更新」を使用
するケースが多い）

審査上の詳細な確認項目の例

44

審査でよく指摘するポイント（設備の効率）

CO2の算定に用いるボイラー等の設備の効率
カタログ値、通常国内のメーカーが提供している値は、低位発熱量ベースでの

効率です。国内クレジット制度で採用している標準発熱量及び炭素排出係数は高
位発熱量ベースのため、設備の効率も高位ベースのものに合わせる必要があり
ます。

指摘、確認するポイント

更新前の設備の効率について、設備の劣化を考慮してカタログ値よりも悪い効
率を採用したい場合、劣化率の考え方について根拠を提出いただく必要がありま
す。

⇒設備の効率は、排出削減量の数値に直接影響を与えるため、効率の確認につ
いては、審査機関は慎重な姿勢をとります。

重油ボイラー 都市ガスボイラー

例）方法論001 ボイラーの更新

ボイラー効率（８０％） ボイラー効率（９０％）

⇒使用しているカタログ値は低位発熱量ベースか？高位発熱量ベースか？
⇒劣化率を考慮しているのであれば、その根拠を提出する。
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審査でよく指摘するポイント（原単位）

CO2の算定に原単位を用いる場合
エネルギー使用量（電気・燃料等）を分子、生産量や稼働時間など、エネル

ギー使用量に直接関連する指標（活動量）を分母とする“原単位”を使用し、設備
導入後の指標からベースラインエネルギー使用量を計算します。

指摘、確認するポイント

適用する排出削減方法論において活動量を用いている場合、事業計画書に必
要な記載があるか、活動量は排出削減方法論に則って採用されているか、原単
位の計算は正確に行われているか確認致します。

設備導入後活動量
設備導入前活動量

使用量設備導入前エネルギー
ギー使用量ベースライン・エネル 

例）方法論006 照明設備の更新

原単位

)/(

/

年設備導入前点灯時間

年）（設備導入前電気使用量
原単位

h

kWh


審査でよく指摘するポイント（バウンダリー）

バウンダリーの把握

事業実施前及び事業実施後の設備概要において、それぞれにシステム図（関
係する設備の概要が分かる図）が記載されており、各設備へのインプット（電気、
ガス等）、アウトプット（熱など）が前後で比較できるようになっていることを確認致
します。
指摘、確認するポイント

事業実施前と後のシステムフロー図を比較・確認しなければ、排出源の網羅性、
削減量把握の考え方に間違いがないかを確認することが出来ません。

例）方法論002 ヒートポンプの導入による熱源機器の更新

燃料タンク

重油焚
ボイラー

温水プール

A重油

温水

事業実施前

電気式
ヒートポンプ

温水プール
温水

事業実施後

ポイント
・燃料タンクから重油焚ボイラー以外の設備に燃料を供給されていないか？
・製造された温水は、プール以外の設備に供給されていないか（空調等）？
・事業実施後において、生産した温水は自家消費されているか？

46
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審査でよく指摘するポイント（リーケージ）

リーケージの確認

排出削減事業の実施により生じるバウンダリー外での温室効果ガス排出量の
変化であり、技術的に計測可能かつ当該事業に起因するものを、リーケージ排出
量として考慮する。

例）方法論001 ボイラーの更新（木質バイオマスの利用）におけるリーケージ排出量

木屑、ペレット等

バイオマスボイラー

排出削減事業者

輸送

例）省エネ法の「燃費法」による算出

)/(
/

)(
)()( klGJ

lkm

km
klGJ 単位発熱量

）燃費（

輸送距離
燃料使用量エネルギー使用量 










⇒必要な情報・根拠資料
輸送距離、燃費（使用燃料、車種、最大積載量から算出される）

リーケージ排出量

48

審査でよく指摘するポイント（根拠資料）

根拠資料について

審査では、審査の対象である削減事業計画書に記載されているすべての情報
について裏付けをとります。

⇒根拠資料の提示が必要となります。

例）カタログ値、スペックシートからの値を使用
⇒実際のカタログ、スペックシートを確認します。

・ 照明器具の設置台数⇒業者からの納入明細書、工事図面等を確認します。
・ 事業開始日⇒業者からの引渡書等を確認します。
・ 設備投資額⇒工事実行予算書、見積書等を確認します。

・ ランニングコスト⇒計算方法（計算で採用した燃料単価の根拠を含む）を確認し
ます。
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実績確認でのポイント

確認するポイント

１．排出削減量が承認排出削減事業計画に従って、当該計画を実施した結果生じてい
ること。

２．排出削減量が承認排出削減事業計画方法論及び承認排出削減事業計画に従って
算定されていること。
・排出削減事業計画通りの設備が導入されているか？
・事業開始日の確認
・モニタリング方法が方法論及び承認排出削減事業計画に則って実施されているか？

・エネルギー使用量その他の計測値の記録・保存が適切に、正確に集計されている
か？（異常値の確認。読み値（計測メータ）、燃料供給会社からの請求書、月次の
データをそれぞれ比較）

・使用されている単位発熱量、排出係数等が方法論及び承認排出削減事業計画通り
か？

国内クレジット審査・実績確認業務の特徴
（対象：プロジェクト・ベース）

➔対象が、何らかのCO2削減技術を用いた事業（プロジェクト）であ
るため、技術的な知識が大いに求められる。

50



審査機関の機関認定の仕組み

51

審査機関登録要件また
は登録審査員の要件
を満たしているか、事
務局がチェック

審査機関・審査員

・登録要件を満たしているか
－機関としての要件
－品質管理、公平性確保のための仕組みがあるか
－対象となるセクトラル・スコープ（テクニカル・エリア）の
審査をするに足る力量・専門性を備えた人材が確保
できているか

－審査人材の力量評価・維持・管理の仕組みがあるか
－審査実績、経験が十分あるか等

個人登録審査員の場合は、
・技術的素養があるか
・審査経験があるか
・国内クレジットについて十分な理解があるか
品質については、協議会でのレビューにて補完する

・機関の場合、審査人材の力量評価・管理は、審査機関が行う

52
（出典：経済産業省資料）



53（出典：経済産業省資料）

54（出典：経済産業省資料）



55

（ご参考）J‐VER制度

（出典：環境省資料）

J‐VER制度上の機関について

（出典：環境省資料）
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J‐VER制度における妥当性確認・検証機関

（出典：環境省
資料）

58（出典：環境省資料）
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（出典：環境省資料）

60（出典：環境省資料）
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J-VERプロジェクトの例 （出典：4CJのHP）
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J-VERクレジットの発行状況

（出典：4CJのHP）
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（出典：4CJのHP）

64（出典：環境省資料）



J-VERの活用事例

（出典：環境省資料）
65

1‐2‐1 東京都の排出量取引制度
～温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度～

66（出典：東京都環境局資料）



67
（出典：東京都環境局資料）

68
（出典：東京都環境局資料）

対象となる事業所



対象ガス

69
（出典：東京都環境局資料）

削減義務率

70
（出典：東京都環境局資料）
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・「知事が定める基準」に基づき、
｢地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所｣を2段階（トップレベル、準トップレベル）で認定

・当該事業所に適用する削減義務率を1/2又は3/4に軽減する
・計画期間の当初でなく、期間中の認定が可能で、認められた当該年度以降の削減率が軽減される

例：削減量が10000t‐CO2/年の事業者が、トップレベル認定を受けた場合。
■削減率：8%⇒4%
■CO2削減量：800t‐CO2/年⇒400t‐CO2/年

金額にして年間400万円以上の削減効果有
（※排出権の単価を10000円/t‐CO2と仮定）

⇒ 4年間で1600万円以上の削減効果有

トップレベル事業所認定
▼優良特定地球温暖化対策事業所

特に温暖化対策が優れていると都が認める事業所。「トップレベル事業所」と「準トップレベ
ル事業所」に分かれ、認定を受けると原則6～8%の排出削減義務がトップは半分、準トッ
プは4分の3に緩和される。 審査項目はオフィスの場合で228項目あり、「高効率照明器

具の導入」「トイレの温水洗浄便座の電源を夜間に停止しているか」といった設備面の項
目から、「クールビズ・ウォームビズを実施しているか」「パソコンの電力節約の啓蒙(けい
もう)活動をしているか」といった運用にまでに及ぶ。100点満点で80点以上が「トップ」、70
点以上が「準トップ」となる。自己採点し第三者検証機関の検証を経て都に提出する。

72

削減計画期間と履行スケジュール

（出典：東京都環境局資料）



削減義務の履行手段の種類

73（出典：東京都環境局資料）

登録検証機関による検証の必要性

74（出典：東京都環境局資料）



75
（検証機関の登録申請ガイドライン）

（出典：東京都環境局資料）

検証機関の登録区分

76（出典：東京都環境局資料）



検証主任者として求められる業務経験

77（出典：東京都環境局資料）

登録検証機関

78

（出典：東京都環境局HP）



東京都制度の検証業務の特徴
（対象：エンティティ・ベース：工場、事業所

＆プロジェクトベース）

１．基準年検証、毎年の実施年検証

２．都外クレジットの検証

➔試行取引スキームやJVETSタイプのため、業種についての一定
レベルの知識は必要であるが、技術的な知識はあまり必要ない

３．トップレベル事業所認定の検証

➔一定の基準を満たした高効率の設備がどれくらい導入され、省
エネのためのエネルギー管理がどの程度なされているかを評価
するため、技術的な知識が大いに求められる

４．都内中小クレジットの検証

５．再エネクレジットの検証

➔CO2削減事業（プロジェクト）が検証の対象に含まれるため、技
術的な知識がある程度求められる 79

検証機関の機関認定の仕組み

80

都が検証人の講
習会を開催

検証機関

・登録要件を満たしているか
－機関としての要件
－品質管理、公平性確保のための仕組みがあるか
－対象となる区分の検証主任者が1名以上機関に所属
しているか

検証人資格取得

合格

検証主任者
資格取得

一定の業
務経験

検証機関登録要件を
満たしているか、都が

チェック

都で登録管理
講習会1日（最後に試験）
制度のルールの解説がメイン

登録区分ごとに

登録区分ごとに

登録区分ごとに
求められる業務経験が異なる



東京都排出量取引制度
基準排出量の中間集計結果

81

（出典：東京都環境局HP）

1166万7000トンは、2008年度の都内の産業・業務部門(約70万事業所)の排出量2900万トンの約4割に相当。
今年度提出義務を負っている1271事業所のうち、書類に不備があった等の理由から一部の事業所を除外した値。

1‐3 京都メカニズム
1‐3‐1 CDM（Clean Development Mechanism)

82（出典：経済産業省資料）



CDMの概要

83（出典：IGES資料）

CDMのステップ

84（出典：IGES資料）



85（出典：IGES資料）

制度の運営体制

86（出典：IGES資料）



審査機関（DOE：指定運営組織）

87（出典：IGES資料）

88（出典：IGES資料）



バリデーション・検証のマニュアルが整備されている

89（出典：IGES資料）

90（出典：IGES資料）



セクトラル・スコープとテクニカル・エリア

91

テクニカル・エリア
1.1 Energy generation from renewable

energy sources
水力発電
風力発電
ﾊﾞｲｵﾏｽ

2.1 Electricity distribution 送配電
2.2 Heat distribution 熱供給
3.1 Energy demand ｴﾈﾙｷﾞｰ需要
6.1 Construction 建設
7.1 Transport 交通
8.1, Mining and mineral processes 鉱山
9.1 Metal production 金属製造
10.1 Mining and mineral processes 鉱山
11.2 GHG capture and destruction GHG回収破壊
13.1 Waste handling and disposal 廃棄物処理
13.2 Animal waste management 動物廃棄物
14.1 Forestry 森林
15.1 Agriculture 農業
15.2 Animal waste management 動物廃棄物

国内のDOE（指定運営組織）

92（出典：環境省資料）



CDMのバリデーション・ベリフィケーション業務の特徴
（対象：プロジェクト・ベース）

➔対象が、何らかのGHG削減技術を用いた事業（プロジェクト）で
あるため、技術的な知識が大いに求められる。

➔レポーティングはすべて英語のため、英語でのコミュニケーショ
ン能力が必要となる。

93

審査機関の機関認定の仕組み

94

認定基準を満たしてい
るか、認定パネルが

チェック

審査機関

・認定基準を満たしているか
－機関としての要件
－品質管理、公平性確保のための仕組みがあるか
－対象となるセクトラル・スコープ（テクニカル・エリア）の
審査をするに足る力量・専門性を備えた人材が確保
できているか

－審査人材の力量評価・維持・管理の仕組みが適切か
－等審査実績、経験が十分か等

・審査人材の力量評価・管理は、審査機関が行う
ただし、それが適切に行われているかを、認定パネルが、定期チェックやスポット
チェックで確認する

以前は、特定のテクニカル・エリアについての業務経験は、そのエリアに対す
るコンサル経験や審査経験でもカウントできたが、最近、ダイレクト・ワーキン
グ経験3年以上でないと認められないと厳格化された。



95（出典：京都メカプラットフォームHP）

96

（出典：京都メカプラットフォームHP）



２．地域カーボン・カウンセラー
地球環境問題に高い関心を持ちながら「ＣＯ２削減」という現場に
飛び込めなかった「シニア」の方々の現場復帰のために

～ 一般社団法人 カーボンマネジメント・アカデミーの取組 ～

98

地域社会雇用創造事業
【 平成２１年度第二次補正予算 ： ７０億円 】

◆ ＮＰＯ・社会起業家等の「社会的企業」における人材育成・雇用促進に対し資金支援等を行い、
地域社会における様々な生活関連サービスの事業と雇用を加速的に創造。

◆ 起業支援・人材創出等を行うＮＰＯ等の民間事業者、地方自治体など（複数事業者による
コンソーシアム等も含む）に補助。事業実施期間は平成２３年度までの３か年度。

① 社会起業インキュベーション事業
－ 事業プラン・コンペティションの開催など －

・ １人３００万円を上限に、社会起業家のスタート
アップ支援等のための「起業支援金」を提供。

・ 事業全体で、８００名を目途に起業支援。

事業主体

（NPOや地
方自治体
など）

公募により、複数の事業主体を選定し、各々に基金を造成

事業主体 事業主体

・・・・・・・・・・
事業主体

② 社会的企業人材創出・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事業
－ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ等も活用しつつ人材創出 －

・ 地域のＮＰＯ等へのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌなどにより６週間
以上の人材創出（一定の要件の下、月１０万円の
「活動支援金」を提供）

・事業全体で、１２，０００名を目途に人材創出。

社会的企業支援基金
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地域社会雇用創造事業の１２選定事業者① （平成２２年３月１６日）

１． 株式会社 いろどり
・ 農産品加工など農林漁業分野における②人材育成 《徳島県（上勝町）、高知県（四万十川流域）、福島県、三重県（伊賀市）の４地域》
・ これまでのいろどりの「葉っぱビジネス」などの事業モデル、すなわち農林漁業等の産業・地域活性化のノウハウを、連携する他の３地域
におけるＮＰＯ法人等に展開。

２． 特定非営利活動法人 えがおつなげて

・ 都市農村交流分野における①起業支援《全国》・②人材育成《山梨県等関東圏内１０地域》

・ これまでのえがおつなげてのグリーンツーリズム等の農村活性化事業によって育成された人材に対し、連携する全国各地域における関係
団体とともに、「農村都市マネジメントコーディネーター人材」としての更なる人材育成・起業支援を行う。

３． 特定非営利活動法人 エティック

・ ソーシャルビジネス分野における「若者」の①起業支援（全国）・②人材育成 《２０都道府県》
・ これまでのエティックの「若者への支援基盤」すなわち起業家育成・インターンシップのノウハウやネットワークを全国に展開。その際、起業
支援・人材育成の実績を持ち、自らも若手社会起業家として活躍する２０以上の団体等と連携。

・ これまでの中小・ベンチャー対象の支援ノウハウを、ソーシャルビジネス分野にも本格展開。

４． 一般社団法人 カーボンマネジメント･アカデミー

・ 提案団体（理事構成者）： 一般社団法人日本環境取引協会、（株）日本環境取引機構、（株）スマートエナジーの３者
・ 地球温暖化防止分野における②人材育成 《東京都・名古屋市など全国１８地域》
・ これまで理事構成３者が行ってきた国家資格取得者等の高度な技術を有する専門家の人材育成に関するノウハウを活かし、それらの「裾
野拡大」を目指し、主として企業ＯＢたる高齢者を対象に、全国18地域において、中小企業や農業など身近な生活分野でCO2削減の指導・
アドバイスを行える「地域カーボン・カウンセラー」を育成。

【22年度】

選定事業者

目標支援者数
（人）

目標支援者数
（人）

起業
支援

人材
育成

起業
支援

人材
育成

起業
支援

人材
育成

起業
支援

人材
育成

1 (株) いろどり 2 － 2.0 － 520 － 1.0 － 260 

２ NPO法人 えがおつなげて 3 1.8 1.2 40 150 0.9 0.5 40 50 

３ NPO法人 エティック 10 4.5 5.5 125 1,485 2.1 2.6 50 575 

４ 一般社団法人 カーボンマネジメント・アカデミー 8 － 8.0 － 1,050 － 5.5 － 440 

５ 一般社団法人 環境ビジネスウィメン 2 2.0 － 50 － 1.0 － 25 －

６ NPO法人 グラウンドワーク三島 10 1.9 8.1 100 2,400 1.0 4.0 50 1,200 

７ 三遠南信地域連携ビジョン推進会議 7 3.5 3.5 90 800 1.7 1.8 45 400 

８ 社会的企業育成支援事業コンソーシアム 7 4.0 3.0 180 1,200 2.0 1.5 90 600 

９
「地域再生ソーシャルビジネス大学（仮称）」推進コンソーシ
アム 3 2.5 0.5 48 200 1.2 0.3 23 127 

10
認定NPO法人 １００万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援
センター 8 5.2 2.8 100 3,500 2.9 1.6 60 1,750 

11 北海道地域再生推進コンソーシアム 8 4.9 3.1 120 600 2.9 1.8 70 380 

12 みたか社会的企業人財創出コンソーシアム 2 1.1 0.9 26 120 0.5 0.6 13 90 

合 計 70 31.5 38.6 879 12,025 16.2 21.2 466 5,872 

交付額 （億円） 交付額 （億円）

【全体】

地域社会雇用創造事業 事業者の交付額及び目標支援者数

（平成２２年４月２０日）



CO2の25％削減

中小企業、町工場、学校、
農業、店舗・オフィスなど
「身近な省エネ」が必要

シニアの力を活用

地域には、社会貢献に意
欲・関心のある経験豊かな

「企業OB」が多数存在

CO2削減の担い手を育成
（地域カーボン・カウンセラー）

地域に密着した身近な生活分野で、いつでもどこでも
「CO2削減の指導やアドバイス」を行える人材の育成

人材の裾野拡大

国家資格取得者などの
「少数のプロ」だけでは限

界
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地域カーボン・カウンセラー
養成講座の概要

2010年～2012年の2年間

19都市で、23回、1,050名

6週間の集中講座
座学＋インターンシップ

102



103

1週目：地球温暖化問題の基礎知識

1.   オリエンテーション
2.   環境倫理
3.   地球温暖化問題
4.   エネルギー問題
5.   GHGの排出源
6.   気候変動枠組条約
7.   京都議定書
8.   エネルギー計算とCO2計算の基礎
9.   排出量取引とは
10. 家庭でのCO2削減
11.   地域でのCO2削減
12.   CO2削減に繋がるサービス
13.   カーボンオフセット
14.   カーボンフットプリント
15.   エコポイント、エコアクションポイント、
地域通貨

2週目：温暖化防止に関する規制・制度

1.   国の温暖化防止政策の概要
2.   京都議定書目標達成計画
3.   自主行動計画制度
4.   試行排出量取引スキームとJ‐VETS
5.   省エネ法
6.   地球温暖化対策推進法、
地球温暖化対策基本法

7.   国内クレジット制度
8.    J－VER
9.   環境税
10.  ISO、エコアクション21
11.  グリーン電力証書とRPS法
12．地方自治体の取り組み
13. 東京都排出量取引制度

3週目：省エネ技術

1.   再生可能エネルギー
太陽光・太陽熱・燃料電池・風力・
バイオマス・小水力・地熱その他

2.   緑化でのCO2削減、屋上・壁面緑化
3.   省エネ診断基礎知識
4.   省エネ
照明・空調・ボイラー・ヒートポンプ・
給湯・インバータ

5.   農業・林業・漁業のCO2削減
6.   運輸のCO2削減
7.   学校のCO2削減
8.   住宅・オフィスのCO2削減
9.    工場のCO2削減
10.    業務系のCO2削減
11.    運用改善
12.    エネルギーモニタリング

4週目：省エネ事業の実現に必要な実務

1.   省エネルギー診断
2.   補助金制度、ESCO事業
3.   省エネ事業計画の作成方法
4.   CO2削減機会の発見
5.   審査・認証
6.   排出削減事業計画書の作成

5週目：インターンシップ

1.   省エネ診断（工場）
2.   省エネ診断（宿泊施設）
3.   環境取り組先進企業視察
4.   その他省エネ診断
（商業施設、オフィスビル、学校等）

5. 排出量取引サービスに関連する
企業等でのデスクワーク

6週目：個別カウンセリング

1.   コンサルタントとしての仕事
2.  審査人としての仕事
3.  公共セクターでの仕事
4.  NPO、社会貢献活動
5.  起業の基礎
6.  NPO法人の作り方
7.  今後の活動プランの作成

104



インターンシップ

• 町工場の省エネ診断体験

• ホテルの省エネ診断体験

• 長野の森での間伐活動など森林保全体験

• 地域通貨の利用体験

• 環境先進企業の工場見学など

105

受講生の属性（2010/11/30現在）
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想定される、
地域カーボン・カウンセラーの活躍の場

地域の町工場、商店街などへの省エネ指導

小中学校等での環境教育の先生

地域での温暖化防止ボランティア

CO2排出量の検証人
排出権のコンサルタント
専門家として地方自治体の温暖
化防止条例等の運営等を支援

・省エネ診断ができる
・省エネの簡易診断（カウンセリング）ができる
・省エネ法の定期報告書が作成できる
・エネルギー管理標準が作成できる
・新エネルギーの導入についてアドバイスできる
・設備更新のアドバイスができる
・排出削減事業計画が作成できる
・設備投資の補助金申請書の作成が支援できる
・排出権の創出の支援ができる
・カーボンオフセットの企画ができる

・カーボンマネジメントのアドバイスができる
・排出権取引の活用アドバイスができる
・排出削減計画書の審査ができる
・CO2排出量についての検証ができる
・CO2排出削減量の検証ができる
・排出権の創出の支援ができる
・環境教育の講師ができる
・省エネ法、温対法、自治体条例等への対応支援
・環境をキーとした営業ができる
・環境や省エネへの取組を活かしたマーケティングができる
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これまでの事業成果（平成22年12月20日現在）

○ 研修修了生：130名 （受講中：101名）

○ 未就業者108名のうち、すでに、2名の就職実績

修了生の声

念願の環境系企業に就職が決定 熊本会場 脇戸さん（２０代）

離職後すぐに本講座を受講し、同じく受講をしていた
㈱エコスマイルの加藤社長と知りあい、本講座修了後
㈱エコスマイルの営業として入社することが決定いたしました。
前職でＬＰガスの卸売業をしていたので、環境業界に関心があり
今後の就職活動に役立てばと思い受講をしました。
現在は、営業活動をするとともに、太陽光の普及のため
地域に根付いた環境セミナー、学校での環境教育などもおこなっています。
本アカデミーで築けた人脈を大切に、頑張っていきます。

やる気×（知識＋経験＋人脈）＝内定が成り立った！ 東京会場 粂原さん（２０代）
就職活動に大苦戦していた最中に、少しでもプラスになればと思い受講しました。

講座は六週間という長期間に及ぶものでしたが、幅広い知識や貴重な経験、何より多くの人脈を得ることができ、
国内クレジット制度等の第三者審査機関に内定を頂く運びとなりました。
本アカデミーの受講生は、私のような２０代前半の者もいれば７０歳の方まで、幅広い年齢層の方がいらっしゃい
ました。
そのため、そういった方々の前でプレゼンをしたり、また年上の方の資料のまとめ方、プレゼンの仕方は大変参考
になりました。
今後は、学んだことを内定先で存分に生かし、少しでも会社のため、社会のために尽力したいという新たな目標の
もと、日々精進していきたいと考えています。


