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 中国経済産業局では、平成２８年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業（中国地

域におけるＪ－クレジット制度推進のための中小企業等に対するソフト支援事業）を実

施する委託先を以下のとおり募集する。 

 

１．事業の目的 

中国経済産業局では、国内クレジット制度、Ｊ－クレジット制度の普及および活

用促進のため、プロジェクト計画書・モニタリング報告書・移行届の作成支援、ネ

ットワーク会議・制度説明会の開催、カーボン・オフセットの実施によるクレジッ

ト活用先の開拓等によりソフト支援事業を実施してきた。 

中国地域におけるJ－クレジット制度の活用実績は、平成２８年２月末時点で、プ

ロジェクト登録件数は９件、総排出削減量（見込）は７２,２６９t－CO2、クレジッ

ト認証量は１３,５１１t－CO2となっており、ソフト支援を実施したカ－ボン・オフ

セットに関しては、平成２５～２７年度の３年間で７４件実施される等、J－クレジ

ット制度活用の取組は着実に広がっているといえる。 

しかし、旧国内クレジット制度の認証件数やクレジット活用件数と比較すると、

まだまだ低調であり、また、昨年１１月に京都メカニズムクレジットが償却期限を

迎えた事から、排出係数調整を目的とした電力事業者等を中心として、Ｊ－クレジ

ットの需要拡大の機運が高まっており、大幅なクレジットの供給量拡大が求められ

ている。 

以上のことから、平成２８年度は費用対効果の高いクレジット創出施策を中心と

してソフト支援事業を実施すると共に、効率的な創出先・活用先の開拓、関係者と

の連携強化を図ることにより、Ｊ－クレジット制度の一層の普及啓発を図り、中小

企業等のＣＯ２等の排出削減対策、省エネ対策を加速させることを目指す。 

 

２．事業の内容 

（１）事業概要 

   本事業は、以下の①～⑨の事業を行う民間企業等（ソフト支援実施機関）に事業

委託を行う。 

   ① プロジェクトの発掘 

   ② プロジェクト計画書作成支援 

   ③ モニタリング報告書作成支援 

   ④ モニタリング報告書作成支援フォロー 

   ⑤ 国内クレジット制度からの移行手続き支援 

⑥ クレジット活用先開拓 

   ⑦ 制度説明会 

   ⑧ 地域ネットワークの維持・拡大 

   ⑨ その他 

 

（２）具体的な事業内容 

①プロジェクトの発掘 
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  平成２８年度中にＪ－クレジット制度認証委員会（以下「認証委員会」という。） 

への申請が見込まれる中小企業等を対象にプロジェクトの発掘を行う。 

中国経済産業局が提示するプロジェクト（２件）に加え、一層の効果的な予算 

執行を踏まえ、認証委員会への申請に至る可能性の高い事業者を効率的・効果的 

に発掘する手法を企画提案（※）し、発掘を行う。 

発掘にあたっては、契約後、経済産業省環境経済室、中国経済産業局等に対し、 

発掘手法及び発掘の方向性について協議すると共に、プロジェクトの発掘状況に 

ついては、定期的に中国経済産業局に進捗状況を報告すること。また、必要に応 

じて、Ｊ－クレジット制度事務局（以下「制度事務局」という。）等関係機関に 

も共有すること。 

※効率的・効果的な発掘の企画提案は、以下の各種事業及び自社の発掘のため 

のノウハウ、ネットワーク、実績（他事業も含む）等に基づく提案とすること。 

 

②プロジェクト計画書作成支援 

認証委員会への申請が見込まれる中小企業等を対象に、プロジェクト計画書

の作成支援（注１）を無料で行う。 

また、方法論が確立していない場合、既存の排出削減方法論の修正や新規方

法論の作成を行うこととする。 

なお、プロジェクト計画書を審査機関へ依頼する際に必要となる関係書類の

準備、審査過程で審査機関から問合せ等があった場合の対応、プロジェクト計

画書の修正作業等、審査にかかる一連の対応業務も支援対象とする。 

 

加えて平成２７年度事業で支援を実施し、認証委員会において登録を受けて

いないプロジェクトについては、本年度事業においても継続して支援を行うこ

と。なお、下記件数目標には含めないものとする。 

また、計画書作成支援は２８年度中に完了する（認証委員会への申請を翌年

度に持ち越さないこととする）と共に、次回以降、支援対象者が自ら作成でき

る形での支援も行うこと。 

 

「プロジェクト計画書作成支援の目標件数：４件以上」 

 

    （注１）作成支援の対象については、事前に中国経済産業局と協議を行うこと。なお、

支援対象等については以下のとおりとする。 

○中小企業基本法第２条に定める中小企業者及び地方自治体を支援対象とする。 

○プロジェクト計画書の作成支援は、一事業者・一方法論について一度のみとす 

る。 

○年間排出削減見込量が１００ｔ以上の事業者を対象とする。 

○国内クレジット制度で支援を受けていた場合でも支援対象とする。 

○農業・森林方法論のプロジェクトについては対象外とし、地域をまたがるプロ 

グラム型については、原則対象外とするものの、相当の理由があれば支援も可 
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とする。 

 

  ③モニタリング報告書作成支援 

中国経済産業局が提示する案件（６件）に加えて、認証委員会への申請が見込 

まれる中小企業等を対象にモニタリング報告書の作成支援（注１）を無料で行う。 

 また、モニタリング報告書を審査機関へ依頼する際に必要となる関係書類の準 

備、審査過程で審査機関から問合せ等があった場合の対応、モニタリング報告書 

の修正作業等、審査にかかる一連の対応業務も支援対象とする。 

国内クレジット制度からの移行者（３件を想定）に対しても、支援も行う。 

なお、モニタリング報告書作成支援は２８年度中に完了する（認証委員会へ 

の申請を翌年度に持ち越さないこととする）と共に、次回以降、支援対象者が自 

ら作成できる形で支援を行う。 

また、支援実施状況については定期的に中国経済産業局に報告すること。 

 

（注１）作成支援の対象については、事前に中国経済産業局と協議を行うこと。なお、支 

援対象等については以下のとおりとする。 

○中小企業基本法第２条に定める中小企業者及び地方自治体を支援対象とする。 

○モニタリング報告書の作成支援は、一事業につき２年間に一度（プログラム型は 

１年間に一度）とする。 

○排出削減見込量がＪ－クレジットについては６０ｔ以上、国内クレジット制度由 

来については１００ｔ以上の事業者を対象とする。 

○国内クレジット制度で支援を受けていた場合でも支援対象とする。 

○農業・森林方法論のプロジェクトについては対象外とし、地域をまたがる 

プログラム型については、原則対象外とするものの、相当の理由があれば 

支援も可とする。 

 

  ④モニタリング報告書作成支援フォロー 

    ２５～２７年度において、モニタリング報告書の作成支援を実施した事業者及

びプロジェクト登録を行った事業者等（６件程度）へ訪問等によりモニタリング

状況を確認し、必要に応じて報告書の作成方法について指導等を行うことで、仮

に支援がなくなった場合でも、事業者が自ら報告書を作成できるようにする。 

    また、２８年度中に制度事務局が整備予定の作成支援施策についても、案内を 

行う。 

    なお、実施状況については定期的に中国経済産業局に報告すること。 

 

⑤国内クレジット制度からの移行手続き支援 

  国内クレジット制度からの事業の継続を希望する事業者の相談等に対応する。 

  事業者からの問合せがあり、具体的な支援が必要となった場合には、制度事務 

局へ引継等を行う。 
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⑥クレジット活用先開拓 

    Ｊ－クレジットや国内クレジットの活用先を拡大するため、自治体や地元企業

等に J－クレジット制度の紹介を行うとともに、地産地消的なオフセットニ－ズ

の開拓や、地元の企業活動と結びつけたクレジット需要の掘り起こしなどを行う。 

 

   イ．クレジット活用先の開拓 

   (ⅰ)クレジット活用のＰＲ効果やクレジット償却の拡大化の観点から、管内で開 

催される国際会議や全国的に注目度の高いイベント等への活用を呼びかける 

など、費用対効果の高い事業者を中心に開拓を行い、地産地消や他者との差別 

化、知名度の向上等、活用者にとってメリットの高いオフセット提案を行う。 

   (ⅱ)低炭素社会実行計画の目標達成のためにクレジットを取得・償却する企業等 

を発掘する。 

(ⅲ)排出係数を下げるためにクレジットを取得・償却するＰＰＳ（特定規模電気 

事業者）等の電気事業者を発掘する。 

なお、２８年度中に支援を完了することとし、開拓にあたっては、契約後、経 

済産業本省、中国経済産業局等に対し、開拓手法及び開拓の方向性について協 

議すると共に、開拓状況については、定期的に中国経済産業局に進捗状況を報 

告すること。また、必要に応じて、制度事務局等関係機関にも共有すること。 

 

「(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)によるクレジット取得・償却の開拓目標件数：３５件以上」 

   

   ロ．カーボン・オフセットマークの作成支援 

     中国地域では、自治体が創出した公共的なクレジットにシンボル的なカーボ

ン・オフセットマークを付与することにより“地域ブランド化”し、それを活

用した地元企業等によるカーボン・オフセットが着実に進んでいることから、

同様な取組を目指している自治体に対して、カーボン・オフセットマークの作

成支援（２件以上）を行い、中国地域全体でのクレジットの活用を促進する。 

 

   ハ．ＰＲ支援 

     クレジット活用者の報道発表用資料の作成やメディアからの取材対応（１０ 

件以上）、カーボン・オフセット大賞への応募支援（２件以上）等を通じたＰ 

Ｒ支援を行う。また、メディアに対してＣＯ２等の削減の取組について理解の 

促進を図ると共に、メディア自らのＣＯ２等の排出削減の取組促進のため、オ 

フセット新聞等の発刊の開拓及び支援を行う。 

支援を通じて、地域の成功事例（代表的な事例）の創出を図り、中国地域の 

クレジットの創出・活用の促進につなげる等、効果的な支援を行うこと。 

 

⑦制度説明会 

   イ．制度説明会の開催 

    中小企業や自治体等を対象に、Ｊ－クレジット制度の認知度向上及び活用を 
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促進するための説明会を開催（１回程度）し、Ｊ－クレジット制度の概要を紹 

介するほか、中国地域で実施された代表的な事例の紹介や個別相談会などを行 

う。 

開催にあたっては、中四国地方環境事務所等と連携し、実施時期や内容等を

効果的なものとすると共に、「中国地域Ｊ－クレジット制度ネットワーク会議」

（当局事務局）（以下「ネットワーク会議」という。）の構成員など中国地域内

の企業や各種団体などで構築したネットワークの維持・拡大につなげるための

内容とする。 

なお、制度説明会の開催にあたっては、開催により排出されるＣＯ２等のカ

ーボン・オフセットを実施することとし、償却に必要なクレジットは受託者で

取得するものとする。 

 

また、本説明会で、地域の事例紹介を行うための基礎情報の収集として、事

業者への訪問によるヒアリング等を行い（１０件以上）、地域のクレジットの

創出及び活用の事例を整理すると共に、Ｊ－クレジット制度の活用促進のため

の意見等を取りまとめる。 

整理された事例については、各種事業を実施する際にも有効的に活用するも

のとし、また、印刷物としても活用できるようデザイン性等にも配慮するもの

とする。 

なお、実施内容等については、事前に中国経済産業局と協議を行うこととす

る。 

 

   ロ．出前講座の実施 

     Ｊ－クレジット制度の認知度向上及び活用促進に効果的と考えられる自治 

体や業界団体等が主催するセミナー等において、積極的に講師として参加し、 

出前講座を行う（３件以上）。 

 なお、主催者等との調整及び講師派遣に係る事務手続き等についても、委託 

事業の内容に含めることとする。また、説明内容等については、事前に中国経 

済産業局と協議を行うこととする。 

 

⑧地域ネットワークの維持・拡大 

   ネットワーク会議の構成員や過去の制度利用者等に対し、制度事務局や各ソフ 

ト支援機関からの情報、活用事例、ＣＯ２等の排出削減対策・省エネ対策情報等 

をメールマガジン形式で情報発信（５回程度）し、中国地域のＪ－クレジット制 

度に関するネットワークの維持・拡大を図る。 

本情報発信は、単に制度の情報共有とならないよう、上記の各種事業や制度事 

務局で実施する予定のインセンティブ整備等の事業と連動させ、Ｊ－クレジット 

制度の活用促進につながるものとする。 

 

⑨その他 
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 イ．①～⑧を効果的に実施するため、相談窓口の設置等、外部からの問合せに対 

応できる体制を整えると共に、日々、支援実施状況を管理すること。 

 

ロ．事業の実施方針や進捗状況等を確認することを目的に、定期的に中国経済産 

局と連絡会議を開催する（原則として月に１回とするが、必要に応じ随時開催。 

開催場所は中国経済産業局とする）と共に、必要に応じて、制度事務局等関 

係機関にも進捗状況等を共有すること。 

   なお、契約後、経済産業省環境経済室、中国経済産業局、制度事務局等関係 

機関との事業内容等に関する打合せを東京にて行う予定。打合せに係る資料作 

成、旅費については、委託事業の内容に含めるものとする。 

 

３．事業実施期間 

契約締結日～平成２９年３月３１日とする。 

 

４．応募資格 

申請書を提出できるのは、次の要件を全て満たす法人とする。応募資格及び要件を

満たさない者からの申請書は受理しない。 

（１）中国地域に本社あるいは営業拠点を有していること。 

（２）本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

（３）本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金について十分な

管理能力を有していること。 

（４）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

（５）経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領（平成

15･01･29会課第１号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれ

にも該当しないこと。 

 

５．契約の要件 

（１）契約形態： 委託契約（概算契約）とする。 

（２）採択件数： １件とする。 

（３）予算規模： １４，７１３千円以内（消費税及び地方消費税含む）とする。 

なお、最終的な実施内容、契約金額については、提案事業の内容、

目標支援件数等を勘案して、中国経済産業局と調整の上、決定する。 

（４）成果物の納入： 事業報告書の電子媒体１部を中国経済産業局に納入すること。 

なお、電子媒体を納入する際、中国経済産業局が指定するファイ 

ル形式に加え、透明テキストファイル付ＰＤＦファイルに変換し 

た電子媒体も併せて納入すること。 

（５）委託金の支払時期： 委託金の支払いは、原則として事業終了後の精算払とす 

る。 

（６）支払額の確定方法： 事業終了後、事業者から提出される実績報告書に基づき 

原則として現地調査を行い、支払額を確定する。 



- 7 - 
 

支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要した 

と認められる費用の合計とする。このため、全ての支出には、 

その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が 

必要となる。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、 

これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可 

能性もある。 

 

６．応募手続 

（１）募集期間 

公募開始日：平成２８年４月 ４日（月）  

公募締切日：平成２８年４月２５日（月）（１２：００必着） 

               

（２）公募説明会 

開催日時：平成２８年４月８日（金）１３：００～１４：００  

   開催場所：中国経済産業局 第１会議室Ａ(広島合同庁舎２号館２階) 

 

公募説明会への参加は、１１．問合せ先に記載のメールアドレスに平成２８年 

  ４月７日（木）１７：００までにご連絡すること。 

その際は、メールの件名（題名）を必ず「平成２８年度ソフト支援事業公募説明

会出席登録」とし、本文に「所属組織名」「出席者の氏名（ふりがな）」「所属（部

署名）」「電話番号」「ＦＡＸ番号」「E-mail アドレス」を明記すること。 

なお、一の所属組織から複数名出席も可とするが、会場の関係で出席者数を制限

する場合もある。 

 

（３）応募書類 

① 以下の書類を一つの封筒に入れること。封筒の宛名面には「平成２８年度グリ

ーン貢献量認証制度等基盤整備事業（中国地域におけるＪ－クレジット制度推

進のための中小企業等に対するソフト支援事業）申請書」と朱書きで明記する

こと。 

・公募申請書（様式１）＜正本１部、副本（写し）２部＞ 

・事業提案書（様式２及び別紙の「支出計画」）＜紙媒体７部及び電子媒体 

（ＣＤ－ＲＯＭ）１式＞ 

・申請受理票（様式３）＜１部＞ 

・申請者に関する概要票（様式４）＜１部＞ 

② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しない。 

また、応募書類は返却しない。 

機密保持には十分配慮するが、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」

（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法

人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 

③ 応募書類等の作成費は経費に含まれない。また、選定の結果を問わず、企画提
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案書の作成費用は支給されない。 

④ 企画提案書の内容については、今後の契約の基本方針となるので、予算額内で

実現が確約されることのみ記載すること。 

なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更が

あった場合には、不採択となることがある。 

 

（４）応募書類の提出先 

応募書類は郵送又は持参により以下に提出すること。 

〒７３０－８５３１ 

広島県広島市中区上八丁堀６－３０ 

中国経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課 

中迫 宛 

※ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付けない。 

※締切を過ぎての提出は受け付けない。なお、郵送の場合、配達の都合で締切時

刻までに届かない場合もあるので、期限に余裕をもって送付すること。 

 

７．事業提案書作成上の留意点 

 事業提案書には、以下の事項を明確に盛り込むこと。 

（１）本事業の具体的な実施方法及び実施体制 

① 中国地域で事業を実施するための体制を盛り込むこと。 

② 事業の再委託を行う場合は、想定する再委託先、再委託金額及び業務範囲（プ 

ロジェクト計画書作成支援等の各種支援を再委託する場合、想定する支援件数 

を明示すること）も具体的に盛り込むこと。 

（２）目標（支援件数） 

プロジェクト計画書作成支援の目標は「支援件数：４件以上」、クレジット活用

先の開拓の目標は「クレジット取得・償却件数：３５件以上」の条件を満たす

内容を明記すること。 

 

（３）積算について 

人件費については、実施する事業毎に記載すること。 

 

（４）本事業の実施スケジュール 

各月において、各事業それぞれの完了見込件数を明示すること。 

 

８．審査・採択について 

（１）審査方法 

委託先の選定は、提出のあった事業提案書及び添付資料を基に、第三者の有識者 

で構成される委員会で審査を行い決定する。なお、審査に当たっては、必要に応じ 

て別途ヒアリングの実施や追加資料の提出等を求める場合もある。 

① 提案事業の実施内容・方法について 
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イ．上記２．に記載の事業内容が提案されており、また、その内容が当局の意図と

合致している。 

ロ．提案事業の実施内容・方法が具体的に示されており、また、その実現性が高い。 

（実施スケジュールにおいて、各支援の前倒しした実施計画が示されている等、 

事業実施期間内において着実な事業実施の蓋然性が高いことを含む。） 

ハ．事業計画作成支援において高い目標を掲げており、その費用対効果が高い。 

 

② 提案事業を実施する体制・基盤について 

イ．当該事業を効果的に遂行するために必要なネットワークを保有している。 

ロ．中国地域において広域で事業を実施出来る体制が取られている。 

ハ．当該事業を行うのに適切な財政基盤、経理処理能力を有している。 

ニ．欠員等が生じた際にも、円滑に事業遂行ができる体制が取られている。 

 

③ 過去の実績、業務処理能力について 

イ．過去にソフト支援事業を受託した事業者にあっては、支援実績（当初掲げた目 

標の達成度合い）が十分である。 

ロ．業務従事予定者が、以下の（ⅰ）～（ⅲ）に記載する知見・業務実績を有して 

いる。 

（ⅰ）Ｊ－クレジット制度（旧国内クレジット制度を含む） 

（ⅱ）中小企業等の温室効果ガス排出削減対策及び温室効果ガス排出削減量の 

算定 

（ⅲ）省エネ診断や省エネ量の測定等の省エネ関連事業 

ハ．業務従事予定者の学歴・資格・業歴等が、当該業務遂行の素養・キャリアとし

て十分である。 

 

④ 事業を実施する上で、別途評価できる事項について 

イ．Ｊ－クレジットを創出するために独自の提案がなされている。 

ロ．事業成果を高めるための独創的な工夫がなされている。 

 

（２）採択結果の決定及び通知について 

採択した申請者については、中国経済産業局のホームページで公表するとともに、 

当該申請者に対してその旨を通知する。 

 

９．契約について 

採択された申請者は、国との間で委託契約を締結する。なお、採択決定後から委託 

契約締結までの間に、中国経済産業局との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、 

金額などに変更が生じる可能性がある。 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業 

開始となる。また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合 

もある。 
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なお、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがある 

が、情報の内容によっては守秘義務を遵守すること。 

 

１０．経費の計上 

（１）経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取り 

まとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおり。 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

旅費 事業従事者に対する事業を行うために必要な交通費、日当、宿泊

費 

会場費 事業（会議、講演会、シンポジウム）を行うために必要な会場借

料及び茶菓料等 

謝金 事業を行うために必要な謝金（委員謝金等） 

設備費 事業を行うために必要な機械装置及び工具器具備品等の購入、製

造、借用、修繕又は据付に必要な経費 

物品購入費 事業を行うために直接必要な物品（当該事業のみで使用されるこ

とが特定・確認できるもの。原材料及び消耗品費等（諸経費の中

の一般管理費で購入するものを除く。））の購入に要する経費 

外注費 事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施すること

が出来ないもの又は適当でないもの（機械装置又は工具器具部品

等の設計、製造、改造、修繕又は据付、試料の製造、分析鑑定等）

の外注に要する経費 

※ただし、軽微な再委託（①５０万円未満の再委託・外注、②印

刷費、会場借料（会場提供者からの付帯設備を含む。）、翻訳費

その他これに類するもの）については、この項目には計上せず

他の適当な項目に計上すること。 

印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業実績報告書等

の印刷製本に関する経費 

補助職員人件費 事業に直接従事する補助職員（アルバイト等）に係る経費 

その他諸経費 

 

事業を行うために必要な文献購入費、法定検査、検定料、特許出

願関連費用及びセミナー等の開催でカーボン・オフセットを実施

する際にかかるクレジット購入費用等に係る経費 
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Ⅲ．再委託費 

 

事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施すること

が出来ないもの又は適当でないもの（調査、工作物の作成、組立

等及び大学、高等専門学校、独立行政法人化した研究所、公設試

験研究機関等からの技術指導費等）の一部を委託するのに必要な

経費 

※ただし、軽微な再委託（①５０万円未満の再委託・外注、②印

刷費、会場借料（会場提供者からの付帯設備を含む。）、翻訳費

その他これに類するもの）については、この項目には計上せず

他の適当な項目に計上すること。 

 

Ⅳ．一般管理費 

 

事業を行うために必要な経費の中で、エビデンスによる照合が困

難な経費（当該事業とその他の事業との切り分けが困難なもの）

について、契約締結時において一定割合支払を認められる間接経

費。 

具体的には、当該事業を行うために必要な家賃、水道光熱料、コ

ンピュータ使用料、回線使用料、文房具などの汎用的な消耗品等、

当該事業に要した経費として抽出・特定が困難な経費。（これら

にあっても事業の特定が可能なものは、事業費に計上すること。） 

 

 

（２）直接経費として計上できない経費 

 ・建物等施設に関する経費 

・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器 

類、事務機器等） 

 ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

 ・その他事業に関係ない経費 

 

１１．問合せ先 

〒７３０－８５３１ 

広島県広島市中区上八丁堀６－３０ 

中国経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 

担当：中迫、安部 

     ＴＥＬ ：０８２－２２４－５７４１ 

   ＦＡＸ ：０８２－２２４－５６４７ 

      E-mail：nakasako-hirokatsu@meti.go.jp 
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