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「 C O2 削 減 ・ 節 電 ポ テ ン シ ャ ル 診 断 」受 診 事 業 所 募 集 につ い て の
ご案内
三菱総合研究所
2011.5.12
ＭＲＩニュース

株式会社三菱総合研究所では、環境省「平成23年度 温室効果ガス削減ポテンシャル分析事業委託業務」の一
環として、CO2削減・節電ポテンシャル診断を実施する運びとなりました。本診断は、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
考えられる設備導入や運用改善等の費用・効果等に関する情報を提供することにより、事業者における費用効
果的な対策の実施を支援するものであり、電力需給の逼迫を背景にニーズが急速に高まる事業者のCO2削減・
節電対策にも資するものです。また、得られた情報は、CO2削減・節電対策の導入ポテンシャルの把握・普及広
報などにも活用していく予定です。工場やビル等における効果的なCO2削減・節電対策のご検討に是非ご活用
ください。
本診断（無料診断）を受けていただく事業所（工場、事業場）を公募により募集することとしており、事業の概要及
び説明会・相談会の開催につきましてご案内いたします。

1. CO2削減・節電ポテンシャル診断事業の概要
（１）CO2削減・節電ポテンシャル診断の内容
環境省が派遣する診断機関が、希望する工場やビル等における設備の導入状況のヒアリングや実際の運用状況の
機器による計測等を行い、CO2排出・電力使用の現状を診断します。この結果を踏まえ、CO2削減・節電のために有
効と考えられる設備導入・運用改善等について、CO2削減・節電の効果、初期投資費用、節電等による利益、投資回
収年数等に関する情報を提供し、事業者における費用効果的な対策の実施を支援するものです。詳細は募集要領を
ご覧ください。
（２）対象事業所




温室効果ガスを排出している事業所（工場、事業場）
ただし、運輸部門での排出、住宅、集合住宅等の排出は含みません。
概ね100～200事業所程度を予定しています。
（お申し込みの状況によって変わる可能性があります。）
対象者の選定にあたっては、部門・業種・温室効果ガスの排出規模・地域のバランス等に配慮するとともに、あわ
せて東日本大震災による地域ごとの電力需給の逼迫の程度の観点を加味し選定します。

（３）費用負担
専門機関の派遣による診断（計測を含む）にかかる費用負担は不要です。
（４）応募期間等
応募区分

応募受付期間
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一次募集

平成２３年５月１２日（木）～５月２７日（金）

６月上旬～６月下旬

二次募集

平成２３年５月３０日（月）～６月３日（金）

６月中旬～７月上旬

三次募集

平成２３年６月６日（月）～６月１０日（金）

６月下旬～７月下旬

四次募集

平成２３年６月１３日（月）～６月２４日（金）

７月上旬～８月下旬

応募書類をもとに選定し、採択の可否をお知らせいたします。実施する診断機関について、ご希望に添えない場合
もございますので、ご了承ください。また、希望のない場合は環境省において選定します。診断の内容、期間等の
詳細は、受診事業所と実施する診断事業者とで調整のうえ決定いたします。
予定事業所数に達した場合、以降の募集は受け付けないことがあります。
診断実施期間は、応募事業者と診断機関のマッチングにより変更があり得ますので予めご承知おきください。

（５）応募方法
＜個人情報のお取扱いについて＞にご同意のうえ、「募集要領」「応募様式」をよくお読みになり、応募様式１～２に必
要事項をご記入いただき、下記提出先まで郵送または宅配便にてご提出ください。なお、提出部数は１部です。




提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断で使用いたしません。
必要に応じて、記載内容に関する確認、資料の追加のお願い等のために、事務局より様式１に記入された「ご連絡
先」にご連絡する場合があります。
提出された書類等は、返却いたしませんので予めご了承ください。

【提出先】




宛 先

株式会社 三菱総合研究所
環境・エネルギー研究本部 「CO2削減・節電ポテンシャル診断事務局」

住 所

〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目１０番３号

郵送または宅配便にてご提出下さい。ご持参、電子メール等では受け付けません。
事務局にて受領した後、受領した旨を電子メールまたはFAXで様式１に記入された「ご連絡先」へご連絡いたしま
す。提出後、１週間程度経過しても受領確認の連絡がない場合は、事務局へお問い合わせください。

【提出書類】
(1) 募集要領 [PDF/255KB]
(2) 応募様式 （PDF版）[172KB] / （WORD版）[72KB]

2. 公募説明会・簡易相談会の概要
本事業の趣旨等をご理解いただくための公募説明会、及び削減対策や診断に関するご不明点を解消いただくための
簡易相談会を以下の日程で実施します。簡易相談会では、対策や診断に関する基礎的なご質問から、建物・設備の
状況や対策状況を踏まえたご相談等、診断機関が可能な範囲で対応いたします。事前に申し込みいただいた方のみ
を対象とした相談会となりますので、ご希望の方は公募説明会申込とご一緒に簡易相談会の申し込みもお願いいたし
ます。（※相談会は仙台会場では開催しません）
（１）説明会の開催日時
２０１１年５月２０日（金）
開催
日時
東京会場
会場

説明会

１３：００～１４：００（会場 １２：３０）

相談会

１４：００～１６：３０（１事業所15分程度で実施させていただきます）

都市センターホテル 5階「オリオン」 （東京都千代田区平河町2-4-1） [ 地図 ]

申込
２０１１年５月２４日（火）
開催

説明会

１３：３０～１４：３０（会場 １３：００）
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日時
名古屋会場

会場

相談会

１４：３０～１７：００（１事業所15分程度で実施させていただきます）

愛知県産業労働センター 9階「大会議室901」 （名古屋市中村区名駅4-4-38） [ 地図 ]

申込
２０１１年５月２５日（水）
開催
日時
大阪会場
会場

説明会

１３：３０～１４：３０（会場 １３：００）

相談会

１４：３０～１７：００（１事業所15分程度で実施させていただきます）

メルパルク大阪 3階「ボヌール」 （大阪市淀川区宮原4-2-1） [ 地図 ]

申込
２０１１年５月３１日（火）
開催
日時
仙台会場
会場

説明会

１４：００～１５：００（会場 １３：３０）

相談会

仙台会場では開催しません

トラストシティカンファレンス・仙台「room2+3」
（宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー5階） [ 地図 ]

申込






下記＜個人情報のお取扱いについて＞にご同意のうえ、会場ごとの【申し込みフォーム】より説明会、相談会をお
申し込みください。
説明会へのお申し込みが多数となった場合は、先着順とさせていただきます。
なお、説明会の後、相談会（事務局、診断機関が対応）を予定していますので、相談会に参加ご希望の事業所様
は、【申し込みフォーム】より、相談会参加を［希望する］と明記の上、お申し込みください。相談会へのお申し込み
が多数となった場合は、時間に制限がある関係上、ご期待に添えない場合もございます。お申し込みいただいた事
業所様には、相談会参加の可否や開始時間等、別途ご連絡させていただきます。
[ 資料 ] CO2削減・節電ポテンシャル診断 事業内容説明資料 [PDF/484KB]

（２）受診事業所募集についてのFAQ
説明会は終了いたしました。多くの方にご来場いただきまして、ありがとうございました。
仙台、東京、名古屋、大阪会場でいただきました質問や、電話、メールによる事務局への問い合わせをもとに、FAQを
作成いたしました。以下のファイルをご覧下さい。
[ 資料 ] CO2削減・節電ポテンシャル診断 受診事業所募集についてのＦＡＱ [PDF/124KB]

【参考】診断機関募集
「CO2削減・節電ポテンシャル診断」を実施していただく診断機関を公募により募集しております。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
http://www.mri.co.jp/ghg-shindan23/

個人情報のお取扱いについて
ご入力いただく情報は、「個人情報」に該当しますので、株式会社三菱総合研究所（以下、当社といいます）が、入力いただきました個
人情報の保護のため、必要なセキュリティ対策を講じ、適切に取扱います。具体的には、以下のように対応させていただきますので、
ご同意の上で、入力くださいますようお願いいたします。
1.

個人情報の取扱いは、「個人情報のお取扱いについて」に従って対応いたします。

2.

入力いただいた個人情報は以下の目的に利用します。
（1） 当説明会・相談会の運営管理
（2） 受診事業所の募集のご連絡
ただし、（2）については、ご要請があれば、すみやかに中止致します。

3.

入力いただいた個人情報の利用について
（1） ２.に示す利用目的の範囲を超えて、当該個人情報を利用することはありません。
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（2） 個人情報保護に関する契約を締結した外部事業者に、個人情報を取扱う業務を委託する予定があります。
（3） 第三者への提供の予定はありません。
（4） 利用目的終了後は、株式会社三菱総合研究所が責任を持って廃棄致します。
4.

入力いただいた個人情報の管理について
（1） 不正アクセス、紛失、漏洩、改ざんなどを防止するために、厳重なセキュリティ対策を実施致します。
（2） 個人情報を入力いただく際、データ暗号化技術を利用して通信時の情報保護を致します。

5.

アクセスログの収集について
（1） 本ウェブサイト（以下、本サイトという）へのアクセス状況について、アクセスログを保管しています。アクセスログには、閲覧
者のIPアドレス（ご利用されているコンピュータを特定するための番号）、ブラウザの種別、アクセス元のURLなどの情報が
含まれますが、これらは、ご回答者個人を特定できる情報ではありません。

6.

クッキー（Cookie）等の利用について
（1） クッキーとは、ウェブサイトにアクセスした利用者を管理・識別するための文字列情報、または管理する仕組みです。
（2） 当社は、本サイトにおいて、次のような目的でクッキーを使用することがあります。
1.
2.

本サイトの内容を改良したり、ご回答者の個々の利用に合わせてカスタマイズしたりするため。
クッキーの利用により入手した情報を統計処理し、集約した情報を公表する場合は、個々のご回答者を識別できる情
報を含みません。

【個人情報の取扱いに関するご連絡先、苦情・相談窓口】
※開示、訂正、利用停止等のお申し出は、下記窓口までご連絡ください。
株式会社 三菱総合研究所 広報・IR部 広報室
電話：03-6705-6004、FAX：03-5157-2169、E-mail：prd@mri.co.jp
URL：https://secure.mri.co.jp/MRI/kojin
【当社の個人情報保護管理者】
株式会社三菱総合研究所 常務執行役員 渡井康之
電話：03-5157-2111、E-mail：privacy@mri.co.jp
※当社の「個人情報保護方針」「個人情報のお取扱いについて」をご覧になりたい方は http://www.mri.co.jp/TOP/privacy.html をご覧
下さい。
お問合せ番号：P024293-001-ｃ

本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。
株式会社 三菱総合研究所（http://www.mri.co.jp/）
〒100－8141 東京都千代田区永田町二丁目１０番３号
環境・エネルギー研究本部 「CO2削減・節電ポテンシャル診断事務局」
電話：0120-626-002 （平日 9:30～12:00、13:00～17:30） E-mail：ghg-sakugen@mri.co.jp
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