5.2 自治体主導型の活用モデル例
①再生可能エネ・省エネ推進に対する経済的インセンティブとしての活用モデル
（ア）概要
市民が再生可能エネルギー利用設備・機器、省エネ設備・機器を購入する際にポイント
を発行することにより、再生可能エネ・省エネの普及を図るモデルである（図 5-6ａ参照）。
また、自治体版排出量取引制度を導入している自治体の場合は、購入された設備・機器
によるＣＯ２排出削減量をクレジット化し、排出量取引の対象事業者が買い取れるように
することで、制度を円滑に運営することができる（図 5-6ｂ参照）。
さらに、再生可能エネルギー発電事業を実施している自治体の場合は、市民が貯めたポ
イント（の一部）を市民共同発電ファンドに寄付や出資してもらうことで、事業を円滑に
運営することができる（図 5-6ｃ参照）。
家庭
ポイント交換

ａ．再生可能エネルギー利用設
備・機器、省エネ設備・機
器の普及促進スキーム

ポイント発行

交換商品原資

交換商品
提供企業

新エネ・省エネ
設備・機器の
購入

プラットフォーム

ポイント原資

ポイント原資

自治体

新エネ・省エネ設備・
機器メーカー等

家庭
ポイント交換

ｂ．自治体版キャップ＆トレー
ド制度との連動スキーム

交換商品
提供企業

CO2排出削減
量に応じた
クレジット

ポイント発行

交換商品原資

クレジット

プラットフォーム
クレジット購入

ポイント原資

市民
（環境配慮行動
の実践者）

ｴｺｱｸｼｮﾝﾎﾟｲﾝﾄ分
の出資

ｴｺｱｸｼｮ ﾝﾎﾟｲﾝﾄ
ﾌﾟﾗｯﾄ ﾌｫｰﾑ

新エネ・省エネ設備・
機器メーカー等

投資

市民共同発電
ファンド

配当

配当

環境配慮製品の購入

ｴｺｱｸｼｮﾝﾎﾟｲﾝﾄの付与

ｻﾎﾟｰﾄ

環境省

ｴｺｱｸｼｮﾝﾎﾟｲﾝﾄの原資提供

市内の有力企業（排出削減義務対象者）
温室効果ガス削減量として認定

自治体

キャップ＆トレード
制度対象企業

ポイント原資

自治体

ｃ．自治体版キャップ＆トレー
ド制度＋再生可能エネルギ
ー発電事業との連動スキー
ム

新エネ・省エネ設備・
機器の購入

出資

出資対象事業
(地場企業による)

太陽光発電事業
小水力事業

未利用
空間等
の提供
・
利用権
設定

バイオガス事業
売電、売ガス

電力会社・ガス会社
（排出削減義務対象者）
温室効果ガス削減量として認定

図 5-6 再生可能エネ・省エネ導入に対する経済的インセンティブとしての活用モデルの
概念図
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（イ）参考となる活用事例
再生可能エネルギー利用設備・機器、省エネ設備・機器の普及促進スキームについては、
関西広域連合が事業主体として実施した事例が参考となる。本事例では、広域計画に規定
する「関西スタイルのエコポイント事業」の実施に向けた取組の一環として、平成 23 年 7
月から 12 月までの間、実施地域(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、
奈良県)の府県民を対象に、省エネリフォームや太陽光発電システムの設置に対してエコ･
アクション･ポイントを発行する試行事業を実施している（図 5-7 参照）。関西広域連合は
原資提供事業者・交換商品等提供事業者の開拓や、試行事業全体の広報・啓発等を行い、
太陽光発電シス

[推進団体]
関西広域連合（鳥取除く）
（対象地域：滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌
山、徳島、奈良）

テムモジュール
メーカーや販

[ポイ ント原資提供企業]
・㈱京セラソー ラーコーポレーション
・㈱日本板硝子ビルデ ィングプロダクツ
・YK KAP㈱ etc

売・施工業者が
原資提供事業者

[対象商品]
・住宅用太陽光発電システム
・真空ガラス
・オーニング
・電気自動車充電ポール 等

として参画する、
という体制で事
業が進められて
いる。

図 5-7 関西広域連合の事業スキームの概念図

（ウ）エコ・アクション・ポイントプログラムの活用メリット
本事業モデルにおけるエコ・アクション・ポイントプログラムの活用メリットを以下に
示す。
・補助金交付等に代わる、経済的インセンティブ施策の選択肢の一つとなりうる。
・自治体版排出量取引制度や再生可能エネルギー発電事業を円滑に実施するための 潤
滑油

となりうる。

（エ）留意点・必要条件
本事業モデルについて、実施する場合の留意点や必要条件を以下に示す。
・クレジット発行にかかるコストを誰がどのように負担するかが重要である。クレジッ
ト発行を担う主体（電気事業者・ガス事業者等）が定常的に参画できるようなインセ
ンティブを付与する仕組みが求められる。
・結果として一事業者のシステム運営費に税金を投入しているということにならないよ
う、適切な実施体制を構築する（例：運営協議会の設置や、運営のための民間出資の
ファンドの設立等）
。
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・一定規模以上の参加家庭数を確保するとともに、それぞれの参加家庭において継続的
にＣＯ２排出量が削減でき、事業全体として十分な量のクレジットを定常的に供給で
きることが必要となる（クレジットの供給量が不足した場合、ポイントプログラムと
排出量取引制度の両方が回らなくなるおそれがある）。
・参加家庭間の公平性（プログラム開始前のＣＯ２排出量が多かった家庭は削減しやす
く、使用量が少なかった家庭は削減しにくいという側面）に配慮する。
・将来的に国による排出量取引制度が導入された場合、それとの円滑な連携等が可能と
なることが望ましい。

②地域通貨のシステム構築に関する負担軽減への活用モデル
（ア）概要
新しく地域通貨の運用システムを構築する際に、エコ・アクション・ポイントプログラ
ムのプラットフォームを活用することにより、システム構築費を軽減するモデルである
（図
5-8ａ参照）
。
さらに、オフセット・クレジット（Ｊ−ＶＥＲ等）のプロジェクト登録を受けている自
治体の場合は、クレジットの売却額をポイント原資に充てることにより、原資負担につい
ても軽減することができる（図 5-8ｂ参照）。
ａ．プラットフォーム・パッケージとしての利用スキーム
市民
環境配慮商品の購入等

地域商店
ポイント原資(一部)

ポイント発行
(地域商店の提供商品のポイ ント
発行率を高く、交換商品の
ポイント交換率を低く設定)
ポイント原資の一部を負担
ポイント発行・交換業務の一部を担当

プラットフォーム

自治体
環境負荷削減効果に関する
情報提供

ｂ．オフセット・クレジット（Ｊ−ＶＥＲ等）との連動スキーム

市民（森林ボランティア）
ポイント交換

ポイ ント 交換 （森林
保全基金への寄付）

ボ ランティア活動に
対 するポイント発行
売 却額

地域商店

ク レジット売却

自治体

ク レジット発行

協議会

プ ロジェクト・
モニタリング実施

プラットフォーム
環境負荷削減効果に関する
情報提供

図 5-8

※太字：ａ．のスキーム
と異なる個所

ポイント原資の一部を負担（ク レジット
売却 額を充てる）
ポイント発行・交換業務の一部を担当

ポイント原資(一部)

温室効果ガス排出企業

オフセット・クレジット（JVER）認証運営委員会

地域通貨のシステム構築に関する負担軽減への活用モデルの概念図
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（イ）参考となる活用事例
（財）北海道環境財団が事業主体として実施した事例が参考となる。本事例は、自治体
の取り組む温暖化防止普及啓発事業への参加に対し、エコ・アクション・ポイントスタ
ンプを付与するものである（図 5-9 参照）。地域のポイント還元メニュー提供者にスタン
プ帳を持参、もしくは（財）北海道環境財団に郵送すると、エコ・アクション・ポイン
トカードと引き換えられ、地域の環境配慮型商品等や全国型交換商品とのポイント交換
が可能となっている。

（事務局運営）

自治体

エコ ・アクション・ポイント モデ ル事業

連携

他の自治体へ共同推進

ＥＡＰモデル事業のポイントへ交換する
ことも可能（ＥＡＰの商品交換へ）

北海道環境財団

会員登録・
スタンプシート配布

自治体
市民・町民
全部たまったら商品と交換
地域商品券として利用も可能

【参加自治体】
帯広市
下川町
美幌町
滝上町
足寄町

参加要請

参加・
スタンプ 付与

参加・
スタンプ付与

エコ活動！！

参加店
地域のエコ活動
エコ活動！！

図 5-9

（財）北海道環境財団の事業スキームの概念図

（ウ）エコ・アクション・ポイントプログラムの活用メリット
本事業モデルにおけるエコ・アクション・ポイントプログラムの活用メリットを以下に
示す。
・既存のプラットフォームを活用することにより、新しく地域通貨の運用システムを構
築する際の費用を軽減できる。
・すでに実施中のシステムであるため、システムとしての信頼性が高い。
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（エ）留意点・必要条件
本事業モデルについて、実施する場合の留意点や必要条件を以下に示す。
・自治体との協働体制を構築し、地域の実情に応じた事業展開が可能な拠点が必要とな
る。
・ポイントカード方式を採用する場合、誰でも容易にポイントを発行できるため、ポイ
ントを貯めたり交換したりするための窓口機能について、自治体が一定程度チェッ
ク・評価する必要がある。
・地域商店の提供商品・交換商品の利用を促すためのインセンティブを付与することで、
同時に地域活性化の一助ともなる（例：地域商店の提供商品のポイント発行率を高く、
交換商品のポイント交換率を低く設定する）。
③エコ観光関連産業活性化への活用モデル
（ア）概要
以下により、
地域の観光産業の活性化につなげようとするモデルである（図 5-10 参照）。
1)エコ・アクション・ポイントプログラムによって集約される運用状況に関する情報等
（属性、ニーズ等）を活用したマーケティング
2)エコツアーへの参加等に対し経済的なインセンティブを与えることによる、観光客の
囲い込み
3)「環境保全」への関心が高い新規観光客の獲得
ポイント交換(森林保全基金等への寄付)

観光客
ポイント交換
(地域の交換商品)

エコツアーへの参加等

ポイント発行
(地域の交換商品へのポイント交換率を低く設定)

エコ観光関連事業者
ポイント原資(一部)

ポイント原資の一部を負担
ポイント発行・交換業務の一部を担当

自治体

プラットフォーム
環境負荷削減効果に関する
情報提供

図 5-10 エコ観光関連産業活性化への活用モデルの概念図

（イ）参考となる活用事例
「伯耆町観光振興計画調査報告書」の中で提案されている事例を紹介する（平成 24
年３月現在、
提案段階の事例であり、具体的に運用されているものではないことに留意）
。
観光客がみやげものを購入した代金の一部を原資としてエコ・アクション・ポイント
を発行することで、リピーター化を図るモデルであり、滞在客向けのメニューも検討さ
れている（図 5-11 参照）
。
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通過客にも手伝って貰う

滞在客には過ごせる・暮らせるメ
ニューをつくる（クラブライフ）
森を活かす
・薪割クラブ
・森林療法

みやげもの購入代金の一
部を地域に還元
エコアクションポイント
によりリピーター化

地域をそのまま体験する
・夏休みクラブ

経済的基盤をつくる
環境省「エコアクションポイント」を
活用した「観光エコポイント事業」

図 5-11

新エネ導入による地域原資づくり

「伯耆町観光振興計画調査報告書」で提案されている事業スキームの概念図 1

（ウ）エコ・アクション・ポイントプログラムの活用メリット
本事業モデルにおけるエコ・アクション・ポイントプログラムの活用メリットを以下に
示す。
・プラットフォームから提供されるエコ・アクション・ポイントプログラムの運用状況
に関する情報を、観光産業におけるマーケティングや企画開発に活用することができ
る。
・エコツアーへの参加等に対し経済的なインセンティブを与えることによる観光客の囲
い込みや、
「環境保全」への関心が高い新規観光客の取得を通じて、地域経済の活性化
を図ることができる。

（エ）留意点・必要条件
本事業モデルについて、実施する場合の留意点や必要条件を以下に示す。
・地域商店の提供商品・交換商品の利用を促すためのインセンティブを付与することで、
同時に地域活性化の一助ともなる（例：地域商店の提供商品のポイント発行率を高く、
交換商品のポイント交換率を低く設定する）。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1

出典：
「伯耆町観光振興計画調査報告書」
（平成 23 年１月、（株）住環境計画研究所）
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5.3 ＮＰＯ等による活用モデル例
①環境ボランティアや寄付金の調達を円滑化するための活用モデル
（ア）概要
ＮＰＯが実施する環境保護活動について、エコ・アクション・ポイントプログラムの
対象エコアクションとして登録されていることを参加者に対して表示することにより、
参加者に安心感を与え、ボランティアや寄付の調達を円滑に進めるモデルである。概念
図を図 5-12 に示す。
市民・企業

エコ・アクション・
ポイントプログラムの
対象エコアクションと
して登録されている
ことを表示

ポイント発行
環境保全活動へ
の参加・寄付

プラットフォーム
サブプラットフォーム
ポイント原資提供

環境NPO

図 5-12

環境ボランティア・寄付金調達を円滑化するための活用モデルの概念図

（イ）参考となる活用事例
（株）リサイクルワンが実施している「エコ・アクション・モール」
（ＥＡＭ）が参考と
なる。本事例は、市民・企業等による環境保護団体の活動への参加・寄附をＥＡＭが仲
介し、参加・寄附に対して、環境保護団体や参加企業等の原資提供により、エコ・アク
ション・ポイントを発行するものである（図 5-13 参照）。

図 5-13

（株）リサイクルワン「エコ・アクション・モール」の概念図

42

（ウ）エコ･アクション･ポイントプログラムの活用メリット
本事業モデルにおけるエコ・アクション・ポイントプログラムの活用メリットを以下
に示す。
・通常の環境保護活動との差別化が可能となり、ブランド力の向上が期待できる。
・優良なボランティア活動に対して一定の

お墨付き

を与えることにより、優良な

活動が促進される。

（エ）留意点・必要条件
本事業モデルについて、実施する場合の留意点や必要条件を以下に示す。
・他の活動や他団体の発行ポイントとの横並びの観点から、必要に応じて発行ポイン
トを調整することが重要である。
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5.4 企業・自治体・ＮＰＯ等に共通した活用モデル
①環境イベントの信頼性を向上させるための活用モデル
（ア）概要
企業・自治体・ＮＰＯが実施する環境配慮型イベントについて、エコ・アクション・ポ
イントプログラムの対象エコアクションとして登録されていることを参加者に対して表示
することにより、参加者に安心感を与え、参加者の増加を図るモデルである。概念図を図
5-14 に示す。
市民

エコ・アクション・
ポイントプログラムの
対象エコアクションと
して登録されている
ことを表示

ポイント発行
環境イベントへ
の参加

プラットフォーム
サブプラットフォーム
ポイント原資提供

企業・ 自治体・NPO

図 5-14

環境イベントの信頼性を向上させるための活用モデルの概念図

（イ）活用のメリット
本事業モデルにおけるエコ・アクション・ポイントプログラムの活用メリットを以下
に示す。
・通常の環境イベントとの差別化が可能となり、イベントの信頼性を向上させること
が期待できる。
・優良な環境イベントに対して一定の

お墨付き

が与えられることになり、優良な

イベントが促進される。

（ウ）留意点・必要条件
本事業モデルについて、実施する場合の留意点や必要条件を以下に示す。
・イベントとして、エコ・アクション・ポイントプログラムの対象エコアクションの
承認基準を満たす必要がある。
・本プログラムの対象となることで、有料なイベントでなければ、メインプラットフ
ォーム等に苦情が寄せられる可能性が生じる。そのため、主催者側は通常にも増し
て当該イベントの品質を確保する必要がある。
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5.5

東日本大震災被災地支援への活用モデル

①エコアクションを通じた被災地の復興のための活用モデル
（ア）概要
被災地域内の道の駅、農産物直売所等での地産地消型飲食品、エコファーマー認証取得
者が生産した農産物の購入やそれを用いた料理の飲食に対し、ポイントを発行するモデル
である。ポイントの原資は、
「寄付金に使途を検討中の被災地支援関連基金等」、
「ＣＳＲや
コーズマーケティングのために被災地支援を行いたい事業者」等から調達し、被災地の企
業・自治体等での拠出は不要な事業スキームとする。ポイントの交換商品は、1)被災地物
産品等との交換や当事業への寄付、2)全国的にプラットフォームが用意する商品等との交
換のいずれも選択できるようにする（図 5-15ａ参照）。
同様の事業スキームは、被災地における環境配慮型の交通インフラ復旧やエコ住宅の導
入拡大、環境配慮型の物産品等の購入を通じた被災地支援、エコ観光関連産業活性化、農
林水産業復興に関するボランティア獲得円滑化、リユース物資提供の目的でも活用可能で
ある（図 5-15ｂ〜ｇ参照）
。
東日本大震災被災地の道の駅、
農産物直売所、小売店・飲食店等

被災地農林水産物等
and/or

地産地消型飲食品の購入
地産地消型飲食品を
用いた料理の飲食

全国的にプラットフォーム
が用意する商品等

エコファーマー認証取得者が
生産した農産物の購入

ａ．地産地消型食産業復興への活
用

環境省が推進する
EAPを活用した事業
であることを表示

購入・飲食

ポイント交換

交換商品原資

ポイント発行

市民

プラットフォーム
本事業への寄付

ポイント原資

ポイント原資

CSRやコーズマーケティング
のために、被災地支援を
行いたい事業者

寄付金の使途を検討中の
被災地支援関連基金等

被災地における環境配慮型の交通インフ ラ復旧
公共交通機関の利用

コミュニティバスの利用

電気自動車や燃費向上を
行った中古車等の購入・
利用

カーシェアリングの利用

自転車・徒歩による通勤・
来店・来場

エコカーを活用した宅配・
配送サービスの利用

当事業への寄付
エコタクシーの利用

ｂ．被災地における環境配慮型の
交通インフラ復旧への活用

協力

環境負荷低減効果等の表示

被災地住民
ポイント交換
ポイント発行

本事業への寄付

ポイント原資
CSRやコーズマーケティングのため
に、被災地支援を行いたい事業者
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交換 商品原資

プラットフォーム

被災地物産品等
and/or
全国的にプラットフォームが
用意する商品等
ポイント原資
寄付金の使途を検討中の被災地
支援関連基金等

被災地におけるエコ住宅導入拡大
林業ボランティアへの参加

被災地木材を主原材料と
した建築物・家具の購入
環境性能の高い住宅の
購入
環境負荷低減
効果等の表示

協力

ｃ．被災地におけるエコ住宅導入
拡大への活用

当事業への寄付・出資

協力

被災地住民

環境省が推進する
EAPを活用した事業
であることを表示

被災地以外の地域の住民
ポイント交換

本事業への寄付

ポイント発行

交 換商品原資

プラットフォーム
ポイント原資
CSRやコーズマーケティングのため
に、被災地支援を行いたい事業者

被災地物産品等
and/or
全国的にプラットフォームが
用意する商品等
ポイント原資
寄付金の使途を検討中の被災地
支援関連基金等

被災地農林水産物等を
販売しているECモール

伝票等を大幅に削減した
ECモールの利用

被災地農林水産物等

エコファーマー認証取得者が
生産した農産物の購入

ｄ．環境配慮型の物産品等の購入
を通じた被災地支援への活
用

環境寄付金付き商品の購入
環境省が推進する
EAPを活用した事業
であることを表示

利用・購入

ポイント交換

交換商品原資

ポイント発行

被災地以外の地域の住民

プラットフォーム
本事業への寄付

ポイント原資

ポイント原資

CSRやコーズマーケティング
のために、被災地支援を
行いたい事業者

寄付金の使途を検討中の
被災地支援関連基金等

被災地エコ観光
関連事業者
環境省が推進する
EAPを活用した事業
であることを表示

エコツアー等への
参加・ポイント交換

ｅ．被災地におけるエコ観光関連
産業活性化への活用

被災地物産品等
ポイント交換

交換商品原資

ポイント発行
プラットフォーム
本事業への寄付
ポイント原資

観光客
ポイント原資

寄付金の使途を検討
中の被災地支援関連
基金等

CSRやコーズマーケティ
ングのために、被災地
支援を行いたい事業者
農村ボランティアへの参加

被災地農林水産物等

地産地消型飲食品・飲食店の
販売促進ボランティアへの参加

ｆ．農林水産業復興に関するボラ
ンティア獲得円滑化への活
用

購入・飲食

環境省が推進する
EAPを活用した事業
であることを表示

ポイント交換

交換商品原資

ポイント発行

市民

プラットフォーム
本事業への寄付

ポイント原資

ポイント原資

CSRやコーズマーケティングの
ために、被災地支援を
行いたい事業者

寄付金の使途を検討中の
被災地支援関連基金等

被災地へのリユース
物資提供団体
寄付

ｇ．被災地に対するリユース物資
提供への活用

環境省が推進する
EAPを活用した事業
であることを表示

ポイント交換

ポイント原資

交換商品原資

ポイント発行

市民

CSRやコーズマーケティ
ングのために、被災地
支援を行いたい事業者

図 5-15

被災地物産品等

プラットフォーム
本事業への寄付

ポイント原資
寄付金の使途を
検討中の被災地
支援関連基金等

エコアクションを通じた被災地の復興のための活用モデルの概念図
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（イ）活用のメリット
本事業モデルにおけるエコ・アクション・ポイントプログラムの活用メリットを以下
に示す。
・特段の原資等の拠出なく、環境配慮型の被災地物産品等の販売促進活動、住宅設備・
交通インフラ復旧への誘導、ボランティア獲得の円滑化等を行うことができる。
・環境省が推進するプログラムを活用した事業であることを表示することにより、通
常の復興事業との差別化が可能となり、消費者に安心感を与えることができる。
・交換商品メニューに「被災地物産品等との交換や当事業への寄付」を盛り込み、一
定の重点化を行うことにより、対象エコアクションの実施段階だけでなく、取得し
たポイントの交換段階においても、被災地の復興に貢献することができる。
・環境配慮型の食産業、建設産業、観光産業等のブランド力向上、産業活性化が期待
できる。

（ウ）留意点・必要条件
本事業モデルについて、実施する場合の留意点や必要条件を以下に示す。
・被災地におけるインフラやその他諸機能の復旧状況に応じて、適切なポイント獲得
方式（例：ポイントシート方式、スタンプ方式、ＩＣ・携帯方式、一括発行方式、
ＡＰＩ方式）を選択する。
・主に被災地以外の地域の住民を対象とした事業の場合、
「被災地物産品等との交換や
当事業への寄付」へのポイント交換を重点化する。
・上記図 5-15 中「ｇ．被災地に対するリユース物資提供への活用モデル」については、
被災地にとって不要な物資が送られて、置き場所に困る等の問題が生じないよう、
被災地でどのような物資が必要とされるかを十分に把握している物資提供団体を巻
き込む必要がある。また、提供される物資については、安全性等の観点で問題がな
いものを対象とする。飲食品等、安全性等に懸念がある物資については、有識者審
査会での審査を要する。
②被災地における環境事業への寄付金調達のための活用モデル
（ア）概要
「ａ．寄付付き商品・サービス・イベント等を通じた調達」と「ｂ．基金等を通じた調
達」の２種類がある。
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「ａ．寄付付き商品・サービス・イベント等を通じた調達」では、主に被災地以外の住
民が、新エネルギー導入事業や食産業復興事業等への寄付金付きの商品を購入した場合等
に、ポイントを発行する。ポイントの原資は、
「寄付金に使途を検討中の被災地支援関連基
金等」
、
「ＣＳＲやコーズマーケティングのために被災地支援を行いたい事業者」等から調
達し、被災地の企業・自治体等での拠出は不要な事業スキームとする。ポイントの交換商
品は、被災地物産品等との交換や当事業への寄付に重点化する（図 5-16ａ参照）。
「ｂ．基金等を通じた調達」では、被災地支援関連基金等を通じた被災地での太陽光発
電事業、風力発電事業等の温室効果ガス排出削減・吸収事業への出資・寄付に対し、ポイ
ントを発行する。ポイントの原資は、
「ＣＳＲやコーズマーケティングのために被災地支援
を行いたい事業者」のほか、事業により利益を受ける「新エネ利用・省エネ設備・機器メ
ーカー等」から調達する（図 5-16ｂ参照）。

被災地における新エネル
ギー導入事業への寄付付き
商品・サービス・イベント等
被災地における食産業復興
事業への寄付付き商品・
サービス・イベント等

ａ．寄付付き商品・サー
ビス・イベント等を
通じた調達

被災地物産品等

被災地における防災対策推
進事業への寄付付き商品・
サービス・イベント等

ポイント交換

環境省が推進する
EAPを活用した事業
であることを表示

購入・利用・参加

ポイント発行

(主に)被災地以外の住民

プラットフォーム
本事業への寄付

ポイント原資

交換商品原資

ポイント原資
寄付金の使途を
検討中の被災地
支援関連基金等

CSRやコーズマーケティング
のために、被災地支援を行い
たい事業者
被災地での温室効果ガス
排出削減・吸収事業
太陽光発電事業

被災地物産品等

風力発電事業
バイオマス利活用事業
森林保全事業(間伐、植樹等)
出資・融資

ｂ．基金等を通じた調達

設備
導入

配当・利息

ポイント交換

交換商品原資

寄付金の使途を検討中の
被災地支援関連基金等
出資・寄付(取得ポ
イントの寄付も含む)

(出資の場合)配当

(主に)被災地以外の住民
ポイント原資
新エネ利用/省エネ型設備・
機器メーカー等

図 5-16

等

プラットフォーム
ポイント発行

ポイント原資
CSRやコーズマーケティ
ングのために、被災地
支援を行いたい事業者

被災地における環境事業への寄付金調達のための活用モデルの概念図
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（イ）活用のメリット
本事業モデルにおけるエコ・アクション・ポイントプログラムの活用メリットを以下
に示す。
・特段の原資等の拠出なく、寄付金調達の円滑化が可能となる。
・環境省が推進するプログラムを活用した事業であることを表示することにより、通
常の寄付事業との差別化が可能となり、消費者に安心感を与えることができる。
・寄付時点だけでなく、取得したポイントの交換時においても、被災地の復興に貢献
することができる。

（ウ）留意点・必要条件
本事業モデルに特有の留意点や必要条件は特にない。

③エコアクションを通じた防災対策推進のための活用モデル
（ア）概要
回収拠点への生ごみ等の持込み、太陽光発電システムの購入等の「地域分散型の新エネ
ルギー導入」に資するエコアクションや、ソーラー電池式の携帯ラジオ・懐中電灯・充電
器等、電力やガスを使わないレトルト食品等の購入といった「エネルギー非消費型・省エ
ネ型の防災対策」に資するエコアクションを行った場合に、ポイントを発行するモデルで
ある。
被災地で事業を行う場合、ポイントの原資は、
「寄付金に使途を検討中の被災地支援関連
基金等」
、
「ＣＳＲやコーズマーケティングのために被災地支援を行いたい事業者」等から
調達し、被災地の企業・自治体等での拠出は不要な事業スキームとする。ポイントの交換
商品は、1)被災地物産品等との交換や当事業への寄付、2)全国的にプラットフォームが用
意する商品等との交換のいずれも選択できるようにする（図 5-17ａ参照）。
同様の事業スキームは、被災地以外の地域における防災対策推進の目的でも活用可能で
ある（図 5-17ｂ参照）
。

49

新エネルギー導入推進事業
• 回収施設への生ごみ等の持込み
• 太陽光発電システム等の購入
• 風力発電事業等への寄付・出資

エネルギー非消費型・省エネ
型防災グッズの購入

ａ．被災地における防災対
策推進

被災地物産品等
and/or

ポイント交換

• ソーラー電池式の携帯ラジオ、懐中
電灯、充填器等
• 手回し式または省エネ型の携帯ラ
ジオ、懐中電灯、充電器等
• 電力やガスを使わないレトルト食品

全国的にプラットフォーム
が用意する商品等

交換商品原資
協力

環境負荷低減
効果等の表示

ポイント発行
プラットフォーム

市民※
本事業への寄付

ポイント原資

ポイント原資
寄付金の使途を検討中の
被災地支援関連基金等

CSRやコーズマーケティングのため
に、被災地支援を行いたい事業者
新エネルギー導入推進事業
• 回収施設への生ごみ等の持込み
• 太陽光発電システム等の購入
• 風力発電事業等への寄付・出資

エネルギー非消費型・省エネ
型防災グッズの購入

ｂ．被災地以外の地域にお
ける防災対策推進

ポイント交換

• ソーラー電池式の携帯ラジオ、懐中
電灯、充填器等
• 手回し式または省エネ型の携帯ラ
ジオ、懐中電灯、充電器等
• 電力やガスを使わないレトルト食品

協力

交換商品原資

環境負荷低減
効果等の表示

ポイント発行
プラットフォーム

市民※
本事業への寄付

ポイント原資
新エネ・省エネ設備・機器メーカー等

図 5-17

被災地物産品等

ポイント原資
自治体

エコアクションを通じた防災対策推進のための活用モデルの概念図

（イ）活用のメリット
本事業モデルにおけるエコ・アクション・ポイントプログラムの活用メリットを以下
に示す。
・特段の原資等の拠出なく、市民における防災対策の推進が可能となる。
・環境省が推進するプログラムを活用した事業であることを表示することにより、消
費者に安心感を与えることができる
・補助金交付等に代わる、経済的インセンティブ施策の一つとなりうる。

（ウ）留意点・必要条件
本事業モデルについて、実施する場合の留意点や必要条件を以下に示す。
・自治体で導入する場合、結果として一事業者のシステム運営費に税金を投入してい
るということにならないよう、適切な実施体制を構築する（例：運営協議会の設置
や、運営のための民間出資のファンドの設立等）。
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６．よくある質問と回答
よくある質問と回答を以下に示します。なお、この回答は平成 23 年３月現在のものであ
り、プラットフォームの運用に関してはその後変更されている可能性もあります。以下に
示した内容以外にご不明な点があれば、裏表紙に示した＜本件に関する問合せ先＞までお
問い合わせください。
6.1
1

2

3

4

5

会員（消費者・利用者）編
分類
質問
回答
プ ログ ラ 通常の民間ポイントプ 本プログラムは環境配慮行動に特化した
ム全体
ログラムと何がどう違 プログラムであり、対象となる行動が環
うのですか？
境省によって規定されています。そのた
め、原資を提供すれば誰でも商品等にポ
イントを発行できる、というわけではあ
りません。所定の手続でポイント発行商
品の申請・審査が必要になります。
国の政策として、エコ 最も大きな違いはポイント原資の提供者
ポイント制度とエコ・ が異なることです。家電エコポイント制
アクション・ポイント 度や住宅エコポイント制度等は、税金を
プログラムの２種類あ 原資にしていますので時限的な政策です
りますが、どのような が、エコ・アクション・ポイントプログ
違いがあるのですか？ ラムは、参加事業者から提供される資金
を原資としていまるため、永続的な取組
が可能なプログラムです。
（ p.28）
「民間事業者が運営主 メインプラットフォームは、4.3.1
体となるポイント事業 の条件を満たすことが求められており、
に転換する予定」との 会員保護の観点から、引き続きプログラ
ことですが、会員はき ムの持続性は確保されます。また、メイ
ちんと保護されるので ンプラットフォーム等により、プログラ
ム全体が本ガイドラインに沿って適切に
しょうか？
運用されているかについて、環境省がチ
ェック・評価し、適切に運用されていな
い場合には適宜助言等を行います。
会員登録 会員として参加するた 会員登録の費用、会費等は無料です（パ
めに費用はかかるので ソコンの回線使用料や携帯電話のパケッ
すか？
ト通信料を除く）。
会員に登録するための 会員登録には有効なメールアドレス（パ
資格・条件はあります ソコンまたは携帯）が必要になります。
また、インターネットを利用できる環境
か？
にあるパソコン、または携帯電話が必要
です。
地域によっては、スタンプカード方式な
どインターネット環境を必要としないで
参加できる仕組みの導入も進めておりま
す。
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関連ページ
ｐ．12

ｐ．13

ｐ．８

ｐ．21

分類
6
7

エ コア ク
シ ョン の
実行

8

9

ポ イン ト
獲得

10
11

環 境負 荷
低 減効 果
の確認

12

13

14

ポ イン ト
交換

質問
法人として会員登録で
きますか？
どういうことをすれば
ポイントがもらえるの
ですか？

回答
関連ページ
可能です。会員区分として、「個人会員」 ｐ．21
と「法人会員」があります。
環境負荷低減に直接資するものであり、
当プログラムに登録されたエコアクショ
ンを実行すると、ポイントがもらえます。
具体的なエコアクションの内容はプラッ
トフォームのホームページ等に掲載され
ているほか、対象エコアクションにはエ
コ・アクション・ポイントのロゴが表示
されています。
エコとは考えにくい商 カーボンオフセット付き商品などの場
品がポイント発行対象 合、その商品自体が環境配慮型商品でな
と な っ てい るの で す くても、ポイント発行対象となることが
が、おかしくありませ あります。原資提供事業者がどのような
んか？
理由で発行対象になっているかを説明し
ておりますのでご確認ください。
ポイントの発行元の事 ポイントの登録有効期限までに登録され ｐ．22
業者が倒産してしまい れば、有効です。
ました。まだポイント
の登録はしていなかっ
たのですが、このポイ
ントは有効ではないの
でしょうか？
ポイントの登録期限は ポイントの登録期限はポイントシートに
ありますか？
表示されていますので、ご確認ください。
自分が買った商品が本 プラットフォームのホームページで、当
当にエコなのか、どう 該エコアクションの環境負荷低減効果な
すればわかりますか？ どが掲載されていますのでご確認くださ
い。
自分がどの程度温室効 プラットフォームのホームページ上のマ
果ガス削減に貢献した イページなどで、会員毎の環境負荷低減
かについて、どうすれ 効果が把握できますのでご確認くださ
い。
ばわかりますか？
どんな商品と交換でき 環境配慮製品、環境寄付のほか、商品券
るのですか？
などもあります。内容は、プラットフォ
ームのホームページで公開されています
のでご確認ください。
他のポイントプログラ プラットフォームが提携するポイントで
ムのポイントと交換で あれば交換が可能です。詳細は、プラッ
きますか？
トフォームのホームページをご確認くだ
さい。
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6.2 参加事業者（企業・ＮＰＯ、自治体等）編
質問
回答
分類
1
プ ロ グ ラ ム 通 常の民間 主導 6.1 利用者・消費者編の Q1 を参照くださ
の概要
型 ポイント プロ い。
グ ラムと何 がど
う違うのです
か？
2
国の政策として、 6.1 利用者・消費者編の Q2 を参照くださ
エ コポイン ト制 い。
度とエコ・アクシ
ョン・ポイントプ
ロ グラムの ２種
類ありますが、ど
の ような違 いが
あるのですか？
3
原 資 提 供 者 原 資提供事 業者 登録したいエコアクションを選定し、そ
と し て の 参 と して参加 した の環境負荷低減効果を把握したうえで、
いのですが、どう プラットフォーム内に設置された登録承
加
す れば参加 でき 認機関へ登録申請を行ってください。手
ますか？
続の詳細については、4.2.1（ｐ．24）を
ご覧ください。
4
申 請の仕方 が複 本プログラムの価値は、
「環境負荷低減に
雑です。もっと簡 直接貢献できるものだけを対象としてい
略 化できま せん ること」、「環境負荷低減の効果が見える
か？
化されていること」と考えております。
その魅力を維持するために、必要最低限
の内容について申請いただきたいと考え
ておりますので、ご理解のほどよろしく
お願いいたします。
5
対 象 エ コ ア 自 社の商品 がポ 別冊の「エコ・アクション・ポイントの
ク シ ョ ン の イ ントの発 行対 登録・承認基準」に具体的な基準が示さ
選定
象 になりう るか れていますのでご参照ください。
どうかについて、
ど うすれば わか
りますか？
6
環 境 負 荷 低 登 録したい エコ 温室効果ガス削減効果については、別冊
減 効 果 の 明 ア クション の環 の「エコアクションの温室効果ガス削減
確化
境 負荷低減 効果 効果算定事例」に具体的な算定方法例を
は、どのように把 まとめていますので、そちらをご参照く
握 すればよ いの ださい。効果の定量的な算定が困難な場
ですか？
合は、定性的にでも構いませんので、想
定される効果を登録申請書に記入くださ
い（ただしこの場合、環境負荷削減効果
はゼロとカウントされます）。
7
交 換 商 品 等 交 換商品等 提供 本ガイドライン 4.2.2 節（ｐ．27）に示
提 供 者 と し 事 業者とし て参 した手続に従って、プラットフォームに
ての参加
加 したいの です 申請してください。
が、どうすれば参
加できますか？
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関連ページ
ｐ．12

ｐ．13

ｐ．24

ｐ．27

