
令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（環境省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

炭素中⽴型経済社会実現に向けた取組
⾃⽴した国産の
エネルギー源で
ある再エネ導⼊
推進のための基
盤づくり

事業性評価等を
通じた浮体式洋
上⾵⼒発電の早
期普及促進（浮
体式洋上⾵⼒発
電による地域の
脱炭素化ビジネ
ス促進事業）

継続 3.5 3.5

「再エネの主⼒電源化」に向け、最⼤のポテンシャルを有す
る洋上⾵⼒発電の活⽤が求められている。⻑崎五島の実証事
業にて⾵⽔害等にも耐えうる浮体式洋上⾵⼒発電が実⽤化さ
れ、確⽴した係留技術・施⼯⽅法等を元に普及展開を進める
必要がある。
本事業では、深い海域の多い我が国における浮体式洋上⾵⼒
発電の導⼊を加速するため、浮体式洋上⾵⼒発電の早期普及
に貢献するための情報の整理・検討や、地域が浮体式洋上⾵
⼒発電によるエネルギーの地産地消を⽬指すに当たって必要
な各種調査、当該地域における事業性・⼆酸化炭素削減効果
の⾒通しなどの検討を⾏い、脱炭素化ビジネスが促進される
よう以下の事項に取り組む。
①浮体式洋上⾵⼒発電の早期普及に向けた調査・検討等
②エネルギーの地産地消を⽬指す地域における事業性の検証
等

組織
地球環境局地球温暖
化対策課地球温暖化
対策事業室

地域・社会イン
フラ・くらしの
脱炭素移⾏に必
要な先導技術の
早期実証・社会
実装の推進

化⽯由来資源から
の再⽣可能資源
（バイオマスプラ
スチック、SAF
等）への素材代
替、⾦属・再エネ
関連製品等の省
CO2型リサイク
ル、地域の廃棄物
バイオマスの利活
⽤等の実証（脱炭
素型循環経済シス
テム構築促進事
業）

新規 50.0 ー

廃棄物・資源循環分野の脱炭素化を進めるために重点的に取
り組むべき使⽤済み製品・素材について、省CO2型リサイク
ルプロセスの社会実証に取り組み、循環経済（サーキュラー
エコノミー）アプローチを通じたカーボンニュートラルの実
現に貢献する。
本事業では、活⽤可能性があり循環経済への寄与度が⼤きい
ものの、これまで脱炭素の観点を考慮した資源の活⽤が⼗分
に進んでいない、①複合素材プラスチック・廃油、②再エネ
関連製品（太陽光パネル・リチウム蓄電池等）及びベース素
材（⾦属やガラス等）、③⽣ごみ・セルロース系廃棄物のバ
イオマスといったリサイクル困難素材に着⽬し、これら資源
の徹底活⽤を包括的に⽀援することにより、循環経済アプ
ローチを通じたカーボンニュートラルの実現に貢献する技術
の社会実装に向けた実証を⾏う。

ー

環境再⽣・資源循環
局総務課リサイクル
推進室、循環型社会
推進室、廃棄物規制
課、廃棄物適正処理
推進課、⽔・⼤気環
境局⽔環境課海洋プ
ラスチック汚染対策
室

時代の要請への対応 〜新しい資本主義実現に向けた環境と経済の好循環〜

地域・社会イン
フラ・くらしの
脱炭素トランジ
ションの推進
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（環境省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

CCUS早期社会
実装のための環
境調和の確保及
び脱炭素・循環
型社会モデル構
築事業

継続 80.0 80.0

2030年のCCUSの本格的な社会実装と環境調和の確保のた
め、商⽤化規模におけるCO2分離回収・有効利⽤技術等の
確⽴とともに、脱炭素・循環型社会のモデル構築を通じ、実
⽤展開に向けた実証拠点・サプライチェーンを実現する。
（１）⼆酸化炭素貯留適地調査事業
（２）環境配慮型CCUS⼀貫実証拠点・サプライチェーン構
築事業
（３）海洋環境保全上適正な海底下CCS実施確保のための総
合検討事業

研究者
地球環境局地球温暖
化対策課地球温暖化
対策事業室

ボトムアップ型
の脱炭素技術
シーズ開発・実
証（地域共創・
セクター横断型
カーボンニュー
トラル技術開
発・実証事業）

継続 50.0 50.0

2030年までの温暖化ガス46%削減、2050年までの脱炭素社会
実現のためには、既存の社会インフラの刷新も含めた社会実
装に繋がる技術開発・実証が必要。また、第五次環境基本計
画における地域循環共⽣圏の概念の下、拡⼤しつつあるゼロ
カーボンシティ宣⾔都市等における先導的な取組を⽀援し、
各地域の特性を活かして、脱炭素かつ持続可能で強靱な活⼒
ある地域社会を構築することが重要。そこで地域に根差し、
かつ分野やステークホルダーの垣根を越えて脱炭素社会の実
現に資するセクター横断的な地域共創の技術開発・実証事業
を実施することを⽬的とする。
（１）地域・省庁間連携によるセクター横断型脱炭素技術の
開発・実証
（２）技術シーズ・ボトムアップ型の技術開発・実証
（３）イノベーションの発掘及び社会実装の加速化
（４）スタートアップ企業に対する事業促進⽀援

研究者
地球環境局地球温暖
化対策課地球温暖化
対策事業室

脱炭素に向けた
⾰新的触媒技術
の開発・実証
（地域資源循環
を通じた脱炭素
化に向けた⾰新
的触媒技術の開
発・実証事業）

継続 19.0 19.0

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、化⽯燃料依存
から脱却し、地域資源（廃プラスチック、未利⽤の農業
系バイオマス等）の活⽤・循環を可能とし、⼤幅なCO2削減
やCE（サーキュラーエコノミー）を実現すべく、⾰新的
で⽐較的安価な触媒技術等に係る技術開発・実証を⽀援し、
社会実装の促進を⽬指す。

組織
地球環境局地球温暖
化対策課地球温暖化
対策事業室

地域・社会イン
フラ・くらしの
脱炭素トランジ
ションの推進

地域・社会イン
フラ・くらしの
脱炭素移⾏に必
要な先導技術の
早期実証・社会
実装の推進
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（環境省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

炭素中⽴型経済社会と⾃然再興（ネイチャーポジティブ）の同時達成
⾃然を活⽤した
地域活性化の推
進 継続 0.4 0.4

「ポスト2020⽣物多様性枠組」で盛り込まれる予定のネイ
チャーポジティブや30by30等の新たな世界⽬標の確実な達
成のため、各地域で世界⽬標達成の具体的な指針となる⽣物
多様性地域戦略で設定された⽬標を達成するための重要⾥地
⾥⼭等における取組を⽀援し、さらに、取組の継続的な⾃⾛
化が可能となる⺠間企業や⾃治体等の増加を図ることで、⽀
援に頼らない⽣物多様性保全の活動を促進する。

組織
⾃然環境局⾃然環境
計画課

GXと相乗効果を発揮する重点投資分野での取組
GX×「⼈への投
資」

継続
1.0

（内数）
0.6

（内数）

⾃治体においては、脱炭素等に向けた取組を先導するために
必要となる⼈材不⾜が深刻である⼀⽅、⼈材育成の機能が期
待される⼤学等においては、⾃治体と連携して⼈材育成に取
り組む機会やノウハウ等が不⾜している。
そこで、⼤学等が、⾃治体等と連携して実践の場を活⽤して
⾏う⼈材育成の取組を⽀援し、中⻑期的な⼈材育成体制の整
備を図る。
（１）実践の場を活⽤した⼈材育成
（２）効果的な⼈材育成体制の普及

組織
⼤⾂官房総合政策課
環境教育推進室

GX×「科学技
術・イノベー
ションへの投
資」

継続 55.2 53.1

気候変動問題への対応、循環型社会の実現、⾃然環境との共
⽣、環境リスク管理等による安全の確保など、持続可能な社
会構築のための環境政策の推進にとって不可⽋な学的知⾒の
集積及び技術開発の促進を⽬的として、環境分野のほぼ全領
域にわたる研究開発を実施する。

研究者
⼤⾂官房総合政策課
環境研究技術室

G7⽇本開催を契機とした世界・アジアのSDGs達成への貢献
G7⽇本開催を契
機とした環境外
交での主導的な
役割の発揮

継続 2.9 2.1

①新たな条約交渉を主導し、我が国からの主張が反映される
形で2024年末までに交渉が取りまとまることを⽬指す。
②国際的な科学的基盤の整備に貢献するため、モニタリング
⼿法の調和や集約のためのデータベース構築、流出経路や流
出量の把握、⽣態影響の評価などの取組を推進する。
③効果的な発⽣抑制対策を検討するとともに、我が国の技術
を活⽤した先進的な取組事例を国内外に発信する。
（１）海洋プラスチックごみ国際対策事業
（２）海洋プラスチックごみ実態把握事業
（３）マイクロプラスチック流出対策検討事業

研究者
⽔・⼤気環境局⽔環
境課海洋プラスチッ
ク汚染対策室

⾥⼭未来拠点の形成⽀援（⽣物多
様性保全推進⽀援事業）

⼤学等と連携した地域脱炭素等に
資する⼈材育成推進事業（環境教
育強化総合対策事業の⼀部）

環境政策への貢献・反映を⽬的と
した研究開発の推進（環境研究総
合推進費関係経費）

海洋プラスチック汚染の国際枠組
推進・科学的基盤整備（海洋プラ
スチックごみ総合対策費）
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（環境省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

⼈の命と環境を守る基盤的取組
公害等の健康被
害対策と⽣活環
境保全

継続 63.1 55.8

① １０万組の⼤規模コホート調査として、参加者（親⼦）の
⾎液等の⽣体試料を採取・保存・分析するとともに、質問票
等による追跡調査を⾏い、⼦どもの健康に影響を与える環境
要因を明らかにする。
② 適切な情報提供を通じて、環境リスク評価や、事業者の⾃
主的取組への反映、化学物質の規制強化など、リスク管理体
制の構築を推進し、結果として、次世代育成に係る健やかな
環境の実現を図る。

ー
環境保健部環境安全
課環境リスク評価室

良好な環境の創
出

継続 2.2 2.1

① 漂流・漂着・海底ごみのモニタリング調査を継続して実施
することで、今後の海洋ごみ対策の基礎データを蓄積する。
② 地⽅⾃治体、研究機関、業界団体等の関係主体間で連携・
協⼒を強化することで、新たな対策を推進する。
③ 我が国の取組状況等も踏まえつつ、海洋ごみに関する国際
動向を適時・的確に把握することで、広域的・地域的な枠組
み（⼆国間協⼒含む）における国際連携・協⼒を戦略的に進
める。

ー
⽔・⼤気環境局⽔環
境課海洋環境室

東⽇本⼤震災からの復興・再⽣と未来志向の取組
未来志向の復興
加速 〜希望ある
未来へのリデザ
イン〜

継続 5.0 5.0

震災や原⼦⼒災害により⼤きな影響を受けた福島県内の市町
村では、ゼロカーボンシティ宣⾔を積極的に⾏うなど、環境
に配慮したまちづくりへの取組が進められている。しかし、
住⺠の帰還や産業の再建が道半ばである状況の中で、今後、
復興まちづくりを進めつつ、脱炭素社会の実現を⽬指す際に
は、⼤きな困難が伴う。このため、福島での⾃⽴・分散型エ
ネルギーシステムの導⼊等に関して、地⽅公共団体、⺠間事
業者等の「調査」「計画」「整備」の各段階で重点的な⽀援
を⾏い、これらの両⽴を後押しする。
（１）「脱炭素×復興まちづくり」に資するFS事業
（２）「脱炭素×復興まちづくり」に資する計画策定、導⼊
等補助

組織

環境再⽣・資源循環
局環境再⽣事業担当
参事官付福島再⽣・
未来志向プロジェク
ト推進室、地球環境
局地球温暖化対策課
地球温暖化対策事業
室

不変の原点の追求 〜公害や災害を乗り越える地域が共⽣する社会に向けた取組〜

⼦どもの健康と環境に関する全国
調査（エコチル調査）

ローカル・ブルー・オーシャン・
ビジョンの推進（海洋ごみに係る
削減⽅策総合検討事業費）

「脱炭素×復興まちづくり」推進
事業
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

浮体式洋上⾵⼒発電による地域の脱炭素化ビジネス促進事業

事業イメージ

委託

「再エネの主⼒電源化」に向け、最⼤のポテンシャルを有する洋上風⼒発電の
活⽤が求められている。⻑崎五島の実証事業にて風⽔害等にも耐えうる浮体式洋
上風⼒発電が実⽤化され、確⽴した係留技術・施⼯方法等を元に普及展開を進め
る必要がある。

本事業では、深い海域の多い我が国における浮体式洋上風⼒発電の導入を加速
するため、浮体式洋上風⼒発電の早期普及に貢献するための情報の整理・検討や、
地域が浮体式洋上風⼒発電によるエネルギーの地産地消を目指すに当たって必要
な各種調査、当該地域における事業性・二酸化炭素削減効果の⾒通しなどの検討
を⾏い、脱炭素化ビジネスが促進されるよう以下の事項に取り組む。

①浮体式洋上風⼒発電の早期普及に向けた調査・検討等
②エネルギーの地産地消を目指す地域における事業性の検証等

深い海域の多い我が国において、再エネの中で最⼤の導入ポテンシャルを有し、かつ台風にも強い浮体
式洋上風⼒発電を早期普及させ、エネルギーの地産地消を目指す地域の脱炭素化ビジネスを促進する。

ポテンシャルを有する地域等を対象として、浮体式洋上⾵⼒発電による地域の脱炭素化ビジネスを促進します。

【令和５年度要求額 350百万円（350百万円）】

⺠間事業者、地方公共団体、⼤学、公的研究機関、等
令和２年度〜令和５年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■対象

・導入に適した地域か分から
ない

・地元住⺠・関係者にご理解
いただくためには様々な準
備・調整が必要、etc.

地産地消を目指す地域
における事業性の検証浮体式洋上⾵⼒発電の早期普及に向けた検討

52
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素型循環経済システム構築促進事業

事業イメージ

委託事業、間接補助事業（補助率１／３，１／２）

・カーボンニュートラルの実現には、資源を徹底活⽤する循環経済アプローチが不可⽋であ
ることが、国際的な共通認識となっている。我が国では、循環経済⼯程表において３R＋
Renewableをあらゆる素材に広げることの必要性が打ち出されており、特に脱炭素化を
進める観点からは、従来の資源循環の取組からさらに踏み込んだ資源の徹底活⽤を図ると
ともに、当該プロセスの省CO2化を図ることが重要。

・⼀般に、製品原料の多くを海外からの輸入に頼る我が国としては、国内資源の有効活⽤プ
ロセスは、バージン原料の採取・精製・輸送プロセスよりもCO2排出を削減でき、かつ、
我が国の経済安全保障に貢献するものである。

・本事業では、活⽤可能性があり循環経済への寄与度が⼤きいものの、これまで脱炭素の観
点を考慮した資源の活⽤が十分に進んでいない、①複合素材プラスチック・廃油、②再エ
ネ関連製品（太陽光パネル・リチウム蓄電池等）及びベース素材（⾦属やガラス等）、③
生ごみ・セルロース系廃棄物のバイオマスといったリサイクル困難素材に着目し、これら
資源の徹底活⽤を包括的に支援することにより、循環経済アプローチを通じたカーボン
ニュートラルの実現に貢献する技術の社会実装に向けた実証を⾏う。

廃棄物・資源循環分野の脱炭素化を進めるために重点的に取り組むべき使⽤済み製品・素材について、省CO2型リサイ
クルプロセスの社会実証に取り組み、循環経済（サーキュラーエコノミー）アプローチを通じたカーボンニュートラル
の実現に貢献する。

脱炭素化に資する資源を徹底活用する技術の社会実装に向けた実証事業を⾏います。

【令和５年度要求額 5,000百万円（新規）】

⺠間事業者・団体、⼤学、研究機関等

令和5年度〜令和９年度
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室 （03-5501-3153） 循環型社会推進室（03-5521-8336）
廃棄物規制課 （03-6205-4903） 廃棄物適正処理推進課（03-5521-9273） ⽔・⼤気環境局⽔環境課海洋プラスチック汚染対策室 （03-6205-4938）

■対象
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素型循環経済システム構築促進事業のうち、
（１）プラスチック等資源循環システム構築実証事業

事業イメージ

委託事業、間接補助事業（補助率１／３、１／２）

・これまで⼀部製品分野における代替素材への転換、単⼀素材の製品のリサイ
クルが進んできたところ。

・今後国内の廃プラスチック等を可能な限り削減し、徹底したリサイクルを実
施するためには、その他多くの製品分野における代替素材への転換、複合素
材等のリサイクルの実現が不可⽋であることから、以下の事業を実施する。

① 化石由来資源からバイオプラスチック等への転換・社会実装化実証事業
従来化⽯由来資源が使われているプラスチック製品・容器包装、海洋流出が

懸念されるマイクロビーズや、航空燃料等について、これらを代替する再生可
能資源（バイオマス・生分解性プラスチック、紙、CNF、SAF及びその原料
等）に転換するための省CO2型生産インフラの技術実証を強⼒に支援する。

② リサイクル困難素材等のリサイクルプロセス構築・省CO2化実証事業
複合素材プラスチック、廃油等のリサイクル困難素材等のリサイクル技術の

課題を解決するとともに、リサイクルプロセスの省CO2化を強⼒に支援する。

① 廃棄物・資源循環分野からの温室効果ガスの排出量の多くを廃プラスチックや廃油の焼却・原燃料利⽤に伴うCO2が占めてい
る。カーボンニュートラルを実現するためには、化⽯由来資源が使われているプラスチック製品や航空燃料等のバイオマス由
来等代替素材への転換、複合素材プラスチックや廃油等のリサイクル困難素材のリサイクルが不可⽋。

② このため、廃プラスチックや廃油等のリサイクルプロセス全体でのエネルギー起源CO2の削減・社会実装化を支援し、脱炭素
型資源循環システムの構築を図る。

プラスチック等の化石由来資源から代替素材への転換、リサイクル困難素材等のリサイクルプロセス構築の⽀援により省CO2化を加速し
ます。

⺠間事業者・団体、⼤学、研究機関等

令和５年度〜令和９年度
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室 電話︓03-5501-3153 廃棄物規制課 電話︓03-6205-4903
⽔・⼤気環境局⽔環境課海洋プラスチック汚染対策室 電話︓03-6205-4938

■対象

再資
源化

廃棄

消費

製造

②リサイクル困難な
未利⽤資源活⽤、リ
サイクルプロセスの
CO2削減

①生分解性素材の活⽤

流
出

①廃棄物等バイオマ
ス徹底活⽤、製造エ
ネルギー・化⽯由来
資源の削減

・再生可能資源増加
・化⽯由来資源削減

脱炭素型循環経済システムの構築
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素型循環経済システム構築促進事業のうち、
（２）国内資源循環体制構築に向けた再エネ関連製品及びベース素材の全体最適化実証事業

事業イメージ

委託事業、間接補助事業（１／２、１／３）

カーボンニュートラル、国内資源循環に向けたリサイクルの全体最適化のための動静脈連携スキーム構築実証を⾏います。

⺠間事業者・団体、⼤学、研究機関

令和５年度〜令和７年度

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室 電話︓03-5501-3153

■委託先

• 脱炭素に向けた再エネ関連製品の普及に伴い、太陽光パネルや⾞載⽤バッテリー等の再
エネ関連製品は今後⼤量廃棄が⾒込まれており、国内リサイクルの仕組みを確⽴してい
く必要がある。その際、廃棄リサイクルに伴うCO2排出量を抑制するため、省CO２型
のリサイクル体制を整備していくことが必要。再エネ関連製品やベース素材の製造のた
めに資源需要が増加しており、経済安全保障の観点も踏まえ、循環経済⼯程表において、
2030年までに⾦属再生資源倍増という目標が掲げられ、未利⽤資源の国内循環が急務
である。

• 他方、再エネ関連製品やベース素材については、省CO2型のリサイクルプロセスが確
⽴されていない。また、リサイクル原料の活⽤にあたっては、製品や素材の排出時の品
質にはばらつきがあり、忌避物質の混入や品質確保の観点からバージン材からの素材代
替が十分に進んでいない。

• 本事業では、再エネ関連製品やベース素材の省CO2型のリサイクル技術向上と、デジ
タルを⽤いたトレーサビリティ確保によるリサイクル原料の品質向上を図り、未利⽤資
源の活⽤体制構築を促進する実証を⾏う。

対象物の具体例

処理フロー

少量の
レアメタル
含有製品

バッテリー等の
再エネ関連製品

素材ごとに選別

製品ごとに
回収

従来型

有価となる
資源のみ循環

実証例

アルミ、
ガラス等の
ベース素材

素材ごとに省CO2型選別

国内資源循環

素材に着目して回収

製品 製品 製品

デジタル技術により、
ＣＯ２・資源情報管理

脱炭素・再生材証明発⾏

① 今後⼤量廃棄が⾒込まれる再エネ関連製品の省CO2型リサイクル体制確⽴
② デジタルを⽤いた脱炭素・再生材証明の構築による未利⽤資源の活⽤体制構築
③ 国内資源循環の最適化によるリサイクルビジネスの活性化により、再エネ関連製品のリサイクル体制構築及び

⾦属資源の倍増を目指す。

回収効率向上

高効率な選別に
よる品位向上

資源価値向上
国内リサイクル
原料の活用増加
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

 輸送・貯留

CCUS早期社会実装のための環境調和の確保及び脱炭素・循環型社会モデル構築事業
（⼀部経済産業省連携事業）

イメージ

委託

（１）⼆酸化炭素貯留適地調査事業 （経済産業省連携事業）
海底下地質の詳細調査結果を受けて、CO2の海底下貯留に適した地点の精査を⾏う。

2030年のCCUSの本格的な社会実装と環境調和の確保のため、商⽤化規模におけるCO2分離回収・有効利⽤技術等の
確⽴とともに、脱炭素・循環型社会のモデル構築を通じ、実⽤展開に向けた実証拠点・サプライチェーンを実現する。

CCUS（CO2の分離回収・有効利用・貯留）の技術を確⽴するとともに、実用展開に向けた実証拠点・サプライチェーンの構築を⾏います。

【令和５年度要求額 8,000百万円（8,000百万円）】

⺠間事業者・団体、⼤学、公的研究機関 等

（１）平成26年度〜令和５年度、（２）平成26年度〜令和７年度
（３）令和３年度〜令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■委託先

（２）環境配慮型CCUS⼀貫実証拠点・サプライチェーン構築事業
（⼀部経済産業省連携事業）

CO2分離回収・有効利⽤設備の実証等の運⽤・評価実績をもとに、CCUSの実⽤展
開のための⼀貫実証拠点・サプライチェーンを構築する。また、CO2の資源化を通じ
た脱炭素・循環型社会のモデル構築、国際協調を踏まえたCO2輸送・貯留等の実現性
検討や案件形成を通じた関連技術・ノウハウの涵養等を⾏う。

CCUSの⼀貫実証イメージ

 CO2の有効利⽤
（化成品の合成、培養等）

（３）海洋環境保全上適正な海底下CCS実施確保のための総合検討事業
苫⼩牧沿岸域にて実証を⾏っている海底下CCS事業、CO2圧入終了後に係る、利⽤

可能な最新・最善の技術（B.A.T）・知⾒を活⽤した適正なモニタリングや規制の在
り方について、ステークホルダーへの影響を十分考慮し検討を⾏う。

 CO2分離回収

監視(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ)
　

全炭酸濃度上昇，pCO2上昇
pH低下

150m

1000m

生物への影響

水深150m
以浅

CO2漏出
pH低下

①気泡漏出 ②間隙水に溶解

 CCSモニタリング

Harald Pettersen/©Equinor
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

補助事業(1/2、定額)・委託事業

地方公共団体等との連携による技術開発・実証を推し進め、各地域がその特性を活かした脱炭
素社会モデルを構築し、地域の活性化と脱炭素社会の同時達成を後押しし、脱炭素ドミノを誘
引するため、以下の取組を実施する。

● 地域・省庁間連携によるセクター横断型脱炭素技術の開発・実証
農村・漁村等における再エネ導入や建築物の省エネ化等、新たな社会インフラの整備のため、
関係省庁との連携により地域脱炭素化に向けてクリティカルな課題設定を⾏う。

● 技術シーズ・ボトムアップ型の技術開発・実証
各分野におけるCO2削減効果が相対的に⼤きいものの、開発費⽤等の問題から、⺠間の自主
的な取組だけでは十分には進まない技術開発・実証を対象に支援する。

● イノベーションの発掘及び社会実装の加速化（アワード枠）
確かな実績・実現⼒を有する者として表彰された者に対し、「アワード枠」として優先採択
することで事業化の確度を⾼める。（気候変動アクション表彰との連携）

● スタートアップ企業に対する事業促進⽀援（スタートアップ枠）
創造的・革新的な技術を有する事業者を支援することで、2030年目標等の達成に資する新規
産業の創出・成⻑を図る。

併せて、上述の取組による実⽤化や普及の成功率の向上のため、事業開始前から事業終了後
に至るまで事業者の伴⾛型支援や評価・FU等の側面支援を実施する。

2030年までの温暖化ガス46%削減、2050年までの脱炭素社会実現のためには、既存の社会インフラの刷新も含めた社会
実装に繋がる技術開発・実証が必要。また、第五次環境基本計画における地域循環共生圏の概念の下、拡⼤しつつあるゼ
ロカーボンシティ宣⾔都市等における先導的な取組を支援し、各地域の特性を活かして、脱炭素かつ持続可能で強靱な活
⼒ある地域社会を構築することが重要。そこで地域に根差し、かつ分野やステークホルダーの垣根を越えて脱炭素社会の
実現に資するセクター横断的な地域共創の技術開発・実証事業を実施することを目的とする。

2030年削減目標や2050年カーボンニュートラル実現に向け、分野やステークホルダーの垣根を超えた地域共創による開
発・実証を⽀援します。

【令和５年度要求額 5,000百万円（5,000百万円）】

⺠間事業者・団体・⼤学・研究機関等

令和４年度〜令和10年度※

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■委託・補助対象

地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業
（⼀部、国⼟交通省・農林⽔産省連携事業）

農林⽔産省 連携 国土交通省 連携

デジタル化社会における地域の特
性を活かした脱炭素社会モデル

開発・実証事業者

地⽅公共
団体

省庁間連携省庁間連携 地域連携地域連携

各種横断的技術開発・実証

IoT・AI

・インフラ

地域社会への実⽤化・
拡⼤を加速

地域社会への実⽤化・
拡⼤を加速

ゼロカーボンシティ宣⾔都市
(令和4年7⽉29⽇現在 758)を

中心に先⾏事例の創出

※各課題における実施期間は原則３年。中間評価等により低評価の課題は事業の中⽌、⾼評価の課題は実施体制を拡充し最⻑５年までの延⻑を認める。
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

地域資源循環を通じた脱炭素化に向けた革新的触媒技術の開発・実証事業(⽂科省連携事業)

事業イメージ

委託事業

政府の技術戦略である、量子技術イノベーション戦略等を踏まえて、量
子物性に係る知⾒に基づいた材料創製インフォマティクスにより触媒探索
を加速し、元素を幅広く利⽤した「多元素ナノ合⾦」等から構成される革
新的な触媒や、電子やイオンなどを制御して触媒の潜在能⼒を最⼤限に引
き出す非在来型触媒プロセス等を活⽤することで、触媒反応を⾼度化・省
エネ化し、地域の資源循環に資する技術を確⽴する。

具体的には、稲わら等の農業系バイオマスを活⽤してプロパン等の有⽤
なガスを製造し、農業や家庭で利⽤する循環系や、廃プラスチック等をガ
ス化しプロパノール等を介して再度プラスチック製品として利⽤する循環
系等における触媒・プロセスに係る技術開発・実証試験等を実施する。こ
れにより、地域における化⽯燃料に依存しない物質循環の構築を目指す。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、化⽯燃料依存から脱却し、地域資源（廃プラスチック、未利⽤の農業
系バイオマス等）の活⽤・循環を可能とし、⼤幅なCO2削減やCE（サーキュラーエコノミー）を実現すべく、革新的
で⽐較的安価な触媒技術等に係る技術開発・実証を支援し、社会実装の促進を目指す。

脱炭素社会における地域資源循環に必要な多元素触媒技術や、地域資源循環プロセス等に係る技術開発・実証を実施します。

【令和５年度要求額 1,900百万円（ 1,900百万円）】

⺠間事業者・団体、⼤学・研究機関等

令和４年度〜令和11年度

地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570－028－341

■委託先

本事業による地域資源循環イメージ

 材料創製インフォマティクスを⽤いた革新触媒の開発
 使⽤済み触媒を回収し⾦属資源としてリサイクル
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

生物多様性保全推進⽀援事業（⾥⼭未来拠点形成⽀援事業）

事業イメージと活用事例

間接交付⾦（交付率は3/4）

⾥地⾥⼭の管理不⾜が生物多様性上問題であり、保全活動の取組への支援や都市住
⺠、事業者なども含めた地域全体で支える新たな仕組みづくりが必要とされている。

こうした状況を踏まえ、重要⾥地⾥⼭等の生物多様性保全上重要な地域における環
境的課題と社会経済的課題を統合的に解決しようとする人々の暮らし方の変化も踏ま
え、⾥地⾥⼭等における生物多様性に配慮した持続可能な活動を支援・普及する。

※⾥地⾥⼭の保全・活⽤に関する先進的・効果的な活動であって、自然体験・
教育、資源活⽤、雇⽤創出等

「ポスト2020生物多様性枠組」で盛り込まれる予定のネイチャーポジティブや30by30等の新たな世界目標の確実な達
成のため、各地域で世界目標達成の具体的な指針となる生物多様性地域戦略で設定された目標を達成するための重要⾥
地⾥⼭等における取組を支援し、さらに、取組の継続的な自⾛化が可能となる⺠間企業や自治体等の増加を図ることで、
支援に頼らない生物多様性保全の活動を促進する。

地域における生物多様性の保全・再生に資する取組を⽀援します。
【令和５年度要求額 36百万円（36百万円）】

⾥⼭未来拠点協議会（非営利団体、地方公共団体、⺠間事業者 等）

平成20年度〜

環境省 自然環境局 自然環境計画課 電話︓03-5521-8343

■交付対象

⾥⼭×教育･体験
森のようちえん、子
ども
キャンプ、自然学校、
自然
体験イベント、人材
育成

⾥⼭×観光物産
狩猟ツアー、暮ら
し体験、トレイ
ル・フットパス、
生き物ブランド、
ジビエ、竹製品、
自然共生型フェス

環境省

⾥⼭未来拠点協議会

企業、地域⾦融機関、⼤学、NGO、
自治体等により構成

交付⾦

働く
場所

暮らし

余暇
ﾚｼﾞｬｰ

資源
活用

子育て

⾥⼭

■⾥⼭でやるべきこと＝⾥⼭を生活の中に取り戻していくこと
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

環境教育強化総合対策事業のうち、
⼤学等と連携した地域脱炭素等に資する人材育成推進事業

請負事業

⼤学等が、自治体等と連携して、地域脱炭素等に取り組む自治体等の現場において
実践経験を積みながら育成していく仕組みを、継続的・組織的に⽀援します。
（１）実践の場を活用した人材育成

⼤学等が学生を地域脱炭素等に取り組む自治体等の実践現場に参画させる取組を
支援することで、地域脱炭素等に資する人材育成を支援します。
① ⼤学等と自治体等のマッチングの場を提供
② ⼤学等と自治体等が作成した育成プログラムの策定・実施を支援

（２）効果的な人材育成体制の普及
実施したそれぞれの育成プログラムを分析の上、事例を横展開し、蓄積すること

で、効果的な人材育成体制の普及を図ります。
① 育成プログラムの分析・検証、全体交流会の実施、事例集の作成・横展開
② 蓄積した事例等をもとにした育成マニュアルの作成・普及

・自治体においては、脱炭素等に向けた取組を先導するために必要となる人材不⾜が深刻である⼀方、人材育成の機能が期待される⼤学等に
おいては、自治体と連携して人材育成に取り組む機会やノウハウ等が不⾜しています。

・そこで、⼤学等が、自治体等と連携して実践の場を活⽤して⾏う人材育成の取組を支援し、中⻑期的な人材育成体制の整備を図ります。

地域と連携して実践の場を活用した地域脱炭素等の人材の育成を推進する⼤学等を⽀援します。
【令和５年度要求額 100百万円の内数（58百万円の内数）】

⺠間事業者・団体

令和５〜７年度

環境省⼤⾂官房 総合政策課 環境教育推進室 電話︓03-5521-8231

■請負先

事業イメージ

自治体等の実践の場

再エネや脱炭素等の関連現場

派遣・連携

実践経験・能⼒獲得
学生等

人材育成プログラム

事例集の共有・蓄積、育成マニュアルの普及

全国の⼤学等

⼤学等と自
治体等との
マッチング

育成プログ
ラムの策定、
実施支援

自治体等へ
の派遣開始

プログラム
の検証、事
例集の展開

育成マニュ
アルの普及

地域脱炭素等に資する人材の育成
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

1960年代から現在までの海洋プラスチックの
⾏方を世界で初めて重量ベースで明らかにしま
した。これまで全世界のプラスチックゴミの
5％程度が海に流出し、その約67％(1,680万ト
ン)が海底に沈むなどして、すでに海岸や海面
近くに無いことが推計されました。本研究成果
は、⼤阪G20サミットで宣⾔された⼤阪ブ
ルー・オーシャン・ビジョンの実現に役⽴つこ
とが期待されます。

環境研究総合推進費関係経費

研究開発成果の例

競争的資⾦制度による交付（配分機関︓ERCA)

環境研究総合推進費は「環境研究・環境技術開発の推進戦略」に⽰された「重
点課題」及び環境省からの⾏政要請研究テーマ（⾏政ニーズ）を提⽰して公募
を⾏い、広く産学⺠官の研究者から提案を募り、評価委員会及び分野毎の研究
部会の審査を経て採択された課題を実施する、環境政策貢献型の競争的資⾦で
す。令和５年度は「第6期科学技術・イノベーション基本計画」「統合イノ
ベーション戦略2022」等を踏まえ、環境政策への貢献・反映に⽴脚した戦略的
な研究開発、Society 5.0実現に向けた研究開発を強⼒に推進します。

気候変動問題への対応、循環型社会の実現、自然環境との共生、環境リスク管理等による安全の確保など、持続可能な
社会構築のための環境政策の推進にとって不可⽋な科学的知⾒の集積及び技術開発の促進を目的として、環境分野のほ
ぼ全領域にわたる研究開発を実施。（エネルギー起源CO2排出削減に直接資する研究開発及び環境省他部局・他府省が
実施する事業と内容が重複する研究開発は推進費の公募対象外。）

環境政策の推進に不可⽋な研究開発を促進します。
【令和５年度要求額 5,521百万円（5,308百万円）】

環境中に漏れた全世界のプラスチックごみ約60年分の解析

⼤学／研究機関／⺠間事業者・団体／地方公共団体⼀般

平成29年度〜

環境省⼤⾂官房総合政策課環境研究技術室 TEL︓03-5521-8239

■委託先等

補助⾦
研究の委託

※ERCA︓（独）環境再生保全機構

環境省
・基本方針
・⾏政ニーズ提⽰
・政策活⽤
・制度評価

図: 海洋表層に漂うマイクロプラスチック

（九州⼤学、国⽴研究開発法人⼟木研究所寒地⼟木研究所）

（国⽴循環器病研究センター、関⻄⼤学、国⽴環境研究所）

〜5％程度が海に流出し95％程度(約５億トン)は陸上で⾏⽅不明に〜

研究成果が「 Science of the TotalEnvironment 」掲載

AIと天気情報等の活用による熱中症発症数の高精度予測研究の補助

委託費

成果報告

ERCA
・公募・審査
・配分・契約
・研究管理

※

天気情報と暦情報、市町村の統計
情報を⽤いたAIモデルを世界で初
めて作成し、熱中症による救急搬
送の全症例件数と中等症以上症例
件数を⾼精度に予測することに成
功しました。本モデルを実装し、
将来的に熱中症アラートを⾼精度
に発信することで、熱中症予防に
つながることが期待されます。

古典的予測モデル

AI予測モデル

ピーク予測精度良好

ピーク予測精度悪い

・⼤学、
・研究 機関、
・研究 開発法人等

研究実施

（赤線と⿊線が重なる）

（赤線と⿊線がずれる）

図: 熱中症による救急搬送の全症例数比較

研究成果が「 Nature Communications 」掲載

（プレスリリース資料より）

（プレスリリース資料より）
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

海洋プラスチックごみ総合対策費

事業イメージ

請負事業、拠出⾦

①新たな条約交渉を主導し、我が国からの主張が反映される形で2024年末までに交渉が取りまとまることを目指す
②国際的な科学的基盤の整備に貢献するため、モニタリング⼿法の調和や集約のためのデータベース構築、流出経路や
流出量の把握、生態影響の評価などの取組を推進する

③効果的な発生抑制対策を検討するとともに、我が国の技術を活⽤した先進的な取組事例を国内外に発信する

Ｇ20⼤阪サミットで合意・共有された「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向け、新たな条約交渉を主導
するとともに、科学的基盤の整備・共有等を推進し、実効性のある海洋プラスチックごみ対策を着実に実施します。

【令和５年度要求額 289百万円（ 213百万円）】

⺠間事業者・団体、⼤学等

令和２年度〜

環境省 ⽔・⼤気環境局 ⽔環境課 海洋プラスチック汚染対策室 電話︓03-5521-9025

■請負先

①海洋プラスチックごみ国際対策事業
• 今後の条約交渉に向けた対処方針や条⽂案等について検討するとともに、重

要な関連国際会合を開催し、議論を牽引する。
②海洋プラスチックごみ実態把握事業

• 流出経路や流出量等の推計に係る検討・調査を⾏うとともに、推計⼿法の国
際的な調和に向けて途上国における調査を⾏い、検討を進める。

• マイクロプラスチック等による生態影響などの知⾒をレビューし、国内外の
最新動向を踏まえたリスク評価⼿法の検討とリスク評価を進める。

• 世界各地のモニタリングデータを⼀元化するためのデータベースの運⽤・改
修や国際連携の推進に向けた検討等を⾏う。

③マイクロプラスチック流出対策検討事業
• 幅広い分野に関するマイクロプラスチックの実効的な発生・流出抑制方策の

検討や我が国における先進的な取組事例の収集・発信を⾏う。

地球規模の海洋プラスチックごみ対策の促進
海洋プラスチックごみに関する科学的知⾒の強化
我が国のイニシアティブ・プレゼンス強化

国際的な取組・議論の主導

新たな条約交渉やG20
等重要な国際会議で
イニシアティブを発揮

科学的知⾒の強化

実効性のある汚染対
策に必要な科学的
知⾒を整備 汚染状態

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 生態影響

流出実態
把握
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)

事業イメージ

請負事業︓⺠間事業者・団体
交付⾦︓研究機関

追跡調査を継続するとともに、令和５年度は、子どもの成⻑過程に
おける化学物質ばく露や健康状態を評価するための「学童期検査」を
引き続き実施する。また、参加者から得られた540万検体以上にも及
ぶ膨⼤な生体試料を引き続き計画的かつ着実に分析する。(国⽴環境
研究所運営費交付⾦)

本調査の円滑な実施のため、国⺠、国内外の関係者との連携・コ
ミュニケーションを図るとともに、調査の実施状況を把握し、企画評
価を⾏う。また、調査成果を正しく伝えるための取組を⾏うとともに、
調査結果を活かして、子育て世代が化学物質のリスクと上⼿に向き合
えるようにするための機会の充実等に取り組む。(請負事業)

① １０万組の⼤規模コホート調査として、参加者（親子）の⾎液等の生体試料を採取・保存・分析するとともに、質
問票等による追跡調査を⾏い、子どもの健康に影響を与える環境要因を明らかにする。

② 適切な情報提供を通じて、環境リスク評価や、事業者の自主的取組への反映、化学物質の規制強化など、リスク管
理体制の構築を推進し、結果として、次世代育成に係る健やかな環境の実現を図る。

化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を解明するための、⻑期的・⼤規模な追跡調査を⾏います。

【令和５年度要求額 6,311百万円（5,579百万円）】うち、国⽴環境研究所運営費交付⾦ 6,180百万円（5,448百万円）

平成２２年度~

環境省⼤⾂官房環境保健部環境安全課環境リスク評価室 電話:03-5521-8263

環境省

コアセンター
（国⽴環境研究所）

ユニットセンター
（全国15地域の⼤学）

メディカルサポートセンター
（国⽴成育医療研究センター）

・予算の確保
・環境政策の検討
・調査の企画評価
・各省との連携、国際連携
・情報発信

・調査における医学的支援

⺠間事業者等

国⽴環境研究所
運営費交付⾦

・調査実施の中心機関
(国内外における学術的連携)

・データシステムの運営
・試料の保存分析、精度管理
・ユニットセンター管理・支援

・参加者のリクルートと追
跡調査

・生体試料の採取、質問票
調査の実施
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

海洋ごみに係る削減⽅策総合検討事業費

請負事業

①＜調査＞ 海洋ごみの発生状況のモニタリング調査
・海洋ごみの漂着・漂流・海底沈降に係る⼀連のプロセス全体を把握するため、我が

国の海岸・沿岸域・沖合域でモニタリング調査を継続的に実施。
・内湾等の漁ろう活動が⾏われている海域での海ごみ実態調査を全国で実施。

②＜対策＞ 漂着ごみ等の削減に向けた連携⽅策の検討事業
• 我が国の取組みを国内外に発信するため、”プラスチックとの賢い付き合い方”を推進

する「プラスチック・スマート」を展開。
• 「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向け、地方自治体の海洋・河川への

ごみ流出抑制方針（ローカル・ブルー・オーシャン・ビジョン）の策定を促進すると
ともに、これらと連携した企業やＮＰＯ等の取組による新たな事業展開を支援する。

③＜国際協⼒＞ アジア等地域的及び広域的な国際枠組みを通じた国際協⼒推進
• 地域的・広域的な国際枠組みへの参加等を通じ、我が国の知⾒・成果をインプット。
• 主要排出源であるアジア域において、海洋ごみ調査の人材育成のための招へい研修プ

ログラムを実施し、実態把握に向けた共同調査を実施。

① 漂流・漂着・海底ごみのモニタリング調査を継続して実施することで、今後の海洋ごみ対策の基礎データを蓄積する。
② 地方自治体、研究機関、業界団体等の関係主体間で連携・協⼒を強化することで、新たな対策を推進する。
③ 我が国の取組状況等も踏まえつつ、海洋ごみに関する国際動向を適時・的確に把握することで、広域的・地域的な枠組み（二

国間協⼒含む）における国際連携・協⼒を戦略的に進める。

海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）のモニタリング調査、地⽅自治体・⺠間事業者等の連携強化、国際的な人材育
成等により、我が国が率先して海洋ごみ対策を総合的に推進します。

【令和５年度要求額 218百万円（207百万円）】

⺠間事業者・団体、⼤学等

平成19年度〜

環境省 ⽔・⼤気環境局 ⽔環境課 海洋環境室 電話︓03-5521-9025

■請負先

事業イメージ

我が国の海洋ごみ対策の総合的な推進
世界の海洋ごみ実態把握及び対策の促進・我が国のプレゼンス強化

対策
推進

①＜調査＞
漂流・漂着・海底ごみ調査

結果の
フィードバック

データ活⽤

③＜国際協⼒＞

アジア等地域的及び広域的な
国際枠組みを通じた国際協⼒
推進

データ活⽤

②＜対策＞

「ローカル・ブルー・オーシャン・
ビジョン」の推進

「プラスチック・スマート」
を展開
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

「脱炭素×復興まちづくり」推進事業

事業イメージ

（１）委託事業
（２）計画策定補助（2/3 上限1,000万円）、導入等補助（1/3、1/2、2/3、3/4）

（１）「脱炭素×復興まちづくり」に資するFS事業
福島での「脱炭素社会」の実現と福島の「復興まちづくり」の両方を着実に実現す
るため、⺠間企業が保有するCO2削減効果のある再生可能エネルギーや廃棄物の適
正処理に関する先端的な技術等を⽤いて、福島県浜通り地域で新たな産業を社会実
装することを目指し、その事業の実現可能性を調査するFS（フィージビリティー・
スタディー︓実現可能性調査）事業を実施する。

（２）「脱炭素×復興まちづくり」に資する計画策定、導入等補助
福島での「脱炭素社会」の実現と福島の「復興まちづくり」の両方を着実に実現す

るため、福島県が策定した「再生可能エネルギー推進ビジョン」や自治体等が宣⾔す
る「ゼロカーボンシティ」で⽰された方針に沿って、当該市町村が2040年⼜は2050
年を⾒据えた再生可能エネルギーの利⽤の促進に関する目標と具体的取組を定めた構
想等の策定（⼜は策定予定）を要件とし、これらの実現に向けた「計画策定」と「自
⽴・分散型エネルギーシステムの導入」に対する支援を⾏う。

• 震災や原子⼒災害により⼤きな影響を受けた福島県内の市町村では、ゼロカーボンシティ宣⾔を積極的に⾏うなど、
環境に配慮したまちづくりへの取組が進められている。しかし、住⺠の帰還や産業の再建が道半ばである状況の中で、
今後、復興まちづくりを進めつつ、脱炭素社会の実現を目指す際には、⼤きな困難が伴う。このため、福島での自
⽴・分散型エネルギーシステムの導入等に関して、地方公共団体、⺠間事業者等の「調査」「計画」「整備」の各段
階で重点的な支援を⾏い、これらの両⽴を後押しする。

福島での「脱炭素社会」の実現と福島の「復興まちづくり」の両⽅の着実な実現を⽀援します。

【令和５年度要求額 500百万円（500百万円）】

令和３年度〜令和７年度
環境省 環境再生・資源循環局 環境再生事業担当参事官付 福島再生・未来志向プロジェクト推進室 電話︓03-3581-2788
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■委託先・補助対象

「脱炭素×復興まちづくり」を⽀援

（１）⺠間事業者・団体・⼤学
（２）⺠間事業者・団体・⼤学・地方公共団体
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