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　Ｊ-クレジット制度は、省エネ設備の導入や再生可能エネル
ギーの活用によるCO₂の排出削減量や、適切な森林管理によ
るCO₂の吸収量を、クレジットとして国が認証する制度です。
　この制度は、2016年5月に閣議決定した「地球温暖化対策
計画」において、2030年度における温室効果ガスの排出量を
2013年度比で26%削減するとした我が国の目標を達成する
ための施策の一つとして位置づけられています。
　認証されたクレジットは、購入することができ、低炭素社会実
行計画の目標達成やカーボン・オフセットなど、さまざまな用
途に活用できます。また、クレジットの購入代金はクレジット創
出者に還元され、さらなるCO₂排出削減／吸収の取組や地域
活性化等に活用することができます。
　こうした取組により、低炭素社会実行計画に参加していない
中小企業や自治体等の省エネ・低炭素投資を促進し、クレジッ
トの活用による国内での資金循環を促すことによる環境と経済
の両立を図ることを目指しています。

J-クレジット制度とは1

省エネ設備導入や再生可能エネルギー活用により、ランニングコス
トの低減を図ることができます。

クレジットの売却益により、投資費用の回収やさらなる省エネ投資
に活用できます。

温暖化対策に積極的な企業、団体としてPRすることができます。

例えば、地産地消的に地元に縁の深い企業や地方公共団体に利用
されるなど、新しいネットワークの構築につながります。

省エネの取組が具体的な数値として見える化でき、取組意欲の向
上や意識改革につながります。

　温室効果ガスの削減を目的とした、日本の経済界による自主的取組の計画の総称。

▶ランニングコストの低減 ･･･････････････････････････

▶クレジット売却益 ････････････････････････････････････

▶地球温暖化対策への取組に対するＰＲ効果 ･･･

▶新たなネットワークの構築･････････････････････････

▶組織内の意識改革・社内教育･･･････････････････

Ｊ-クレジット制度の概要

J-クレジット創出によるメリット

中小企業･自治体等
（省エネ･低炭素設備の導入等）

大企業等
（J-クレジットの買い手）

資金 J-クレジット
CO₂排出削減･
吸収量

ヒートポンプ バイオマスボイラー

ランニングコストの低減効果、クレジットの売却益

太陽光発電 間伐･植林

制度の仕組み

メリット

●低炭素社会実行計画の目標達成
●温対法の調整後温室効果ガス排出量の報告
●カーボン･オフセット、CSR活動　等

メリット

J-クレジットの認証

国

資金循環

※低炭素社会実行計画

　国内における地球温暖化対策を推進するための枠組みを定めた法律であり、平成18年4月1日から、温室効果ガスを多量に排出す
る者（特定排出者）に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられている。

※温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律）
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①日本国内で実施されること。
②プロジェクト登録を申請した日の2年前の日以降に実施されたものであること。
 （平成29年9月30日までは、平成25年4月1日以降に実施されたもの）
③認証対象期間の終了日が、8年を経過する日若しくは平成43年3月31日のいずれか早い日を超えない
こと。
④類似制度において、同一内容のプロジェクトが登録されていないこと。
⑤追加性を有すること。
※原則として、設備の投資回収年数が３年以上かどうかで追加性の有無を判断。

⑥方法論に基づいて実施されること。
⑦妥当性確認機関による妥当性確認を受けていること。
⑧（吸収プロジェクトのみ）永続性担保措置を取ること。
⑨その他本制度の定める事項に合致していること。

クレジットの購入をとおして、中小企業等の省エネ活動や日本各地
の森林保全活動を後押しすることができます。

温対法・省エネ法の報告への活用や、各種企業評価調査等におい
てクレジット購入をPRすることで企業評価につなげることができま
す。

製品・サービスに係るCO₂排出量をオフセットすることで、差別
化・ブランディングに利用可能です。

クレジット購入をとおして構築された企業や地方公共団体との新た
なネットワークを活用し、ビジネス機会の獲得や新たなビジネスモ
デルの創出につなげることができます。

▶環境貢献企業としてのPR効果 ･･････････････････

▶企業評価の向上･････････････････････････････････････

▶製品・サービスの差別化 ･････････････････････････

▶ビジネス機会獲得・ネットワーク構築･･････････

プロジェクト登録・クレジット認証の条件

J-クレジット活用(購入)によるメリット

登録の要件

①プロジェクトを実施した結果生じていること。
②排出削減・吸収量が、プロジェクト計画書に従って算定されていること。
③検証機関による検証を受けていること。
④②の排出削減・吸収量を算定した期間が、認証対象期間の開始日から8年を経過する日若しくは平成
43年3月31日のいずれか早い日を超えないこと。
⑤類似制度において、プロジェクト登録や排出削減・吸収量の認証を受けていないこと。
⑥その他本制度の定める事項に合致していること。

認証の要件

　排出削減・吸収に資する技術ごとに、適用範囲、排出削減・吸収量の算定方法及びモニタリング方法等を規定したもの。
※方法論

2
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　クレジットの創出には、【プロジェクトの登録】と【モニタリングの実施】の２つのステップを経て【国の認証・発行】が必
要です。

クレジット創出までの手続

　平成29年3月時点で６１の方法論が承認されています（以下はその一部抜粋です）。

方法論

①プロジェクト計画書の作成
「どのようなCO₂排出削減事業（省エネ設備の導入等）を実施するか？」を記載した計画書を作成します。
②審査機関によるプロジェクト計画書の審査
「プロジェクト計画が、本制度の規定に沿っているか？」を審査機関が事前に確認します。
③プロジェクト計画登録申請
認証委員会に諮り、国が正式にプロジェクトを登録します。

ステップ1 プロジェクトの登録

①モニタリング報告書の作成
プロジェクト計画に基づき、排出削減量／吸収量を算定するための計測や実績等を記録した「モニタリング
報告書」を作成します。
②審査機関によるモニタリング報告書の検証
「モニタリング方法等がJ-クレジット制度の規定に沿って行われているか？」を審査機関が事前に確認します。
③クレジット認証申請
審査機関からの検証報告書を受領後、制度事務局にクレジット認証申請をします。

認証委員会に諮り、国がクレジットを認証・発行します。

ステップ2 モニタリングの実施

J-クレジットの認証・発行

ボイラーの導入

ヒートポンプの導入

工業炉の更新

空調設備の導入

照明設備の導入

コージェネレーションの導入

変圧器の更新

未利用廃熱の発電利用

未利用廃熱の熱源利用

冷凍・冷蔵設備の導入

ロールアイロナーの更新

ポンプ・ファン類の更新

ポンプ・ファン類への間欠運転制御、
インバーター制御又は台数制御の導入

外部の効率のよい熱源設備を有する
事業者からの熱供給への切替え

廃棄物由来燃料による化石燃料又は
系統電力の代替

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
等

分類 方法論名称

自家用発電機の更新

乾燥設備の更新

ハイブリッド式建設機械・産業車両への更新

天然ガス自動車の導入

印刷機の更新

太陽光発電設備の導入

再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備の導入

水力発電設備の導入

風力発電設備の導入

再生可能エネルギー熱を利用する発電設備の導入

生産機械（工作機械、プレス機械又は射出成型機）
の更新

バイオ液体燃料（BDF･バイオエタノール･バイ
オオイル）による化石燃料又は系統電力の代替
バイオマス固形燃料（下水汚泥由来バイオマス
固形燃料）による化石燃料又は系統電力の代替

バイオガス（嫌気性発酵によるメタンガス）による
化石燃料又は系統電力の代替

バイオマス固形燃料（木質バイオマス）による
化石燃料又は系統電力の代替

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
等

分類 方法論名称
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1

株式会社皆生グランドホテル
空調設備更新

須山木材株式会社
社有林における森林経営活動

全国農業協同組合連合会
ボイラー更新

広島本通商店街振興組合
照明設備更新

岡山空港ターミナル株式会社
照明設備更新

株式会社大進本店
照明設備更新

鳥取県東部森林組合
森林経営活動

▶認証量：94t

株式会社トンボ
ボイラー設備更新/空調
設備更新/照明設備更新

益田市
温泉施設における木質バイオマス
ボイラーの導入（薪）

北広島町
温泉施設における木質バイオマス
ボイラーの導入（薪）

雲南市
温泉施設・福祉施設における木質
バイオマスボイラーの導入（チップ）

津山市
森林経営活動
▶認証量：563t

津山市
住宅における太陽光発電
設備導入

▶認証量：567t

神石高原町
住宅における太陽光発電
設備導入

▶認証量：47t

鳥取県
森林経営活動

倉敷市
消化ガス発電設備導入

▶認証量：187t

出雲市
住宅における太陽光発電設備導入

▶認証量：1,367t

一般社団法人木質ペレット推進協議会山口支部
住宅等における木質バイオマスストーブ（ペレット）の導入

▶認証量：53t

広島県

岡山県

鳥取県

島根県

山口県

J-クレジット制度ＨＰ

J-クレジットの創出2

※なお、旧制度からの移行プロジェクト等のクレジットは以下より参照いただけます。

※認証量は平成29年3月末までに
認証された量を表示

https://japancredit.go.jp/project

通常型プロジェクト 通常型プロジェクト

プログラム型プロジェクト

H26.3.19

H26.5.30

H26.12.17

H27.2.18

H27.3.24

H28.3.22

H28.3.22

H28.3.22

H28.6.1

H28.6.1

山口県山口市

登録日 プロジェクト実施者 実施場所 プロジェクト概要

津山市

全国農業協同組合
連合会

岡山県津山市

広島本通商店街
振興組合

広島県広島市
中区

株式会社トンボ 岡山県岡山市
北区

鳥取県 鳥取県日野郡
日野町

鳥取県東部
森林組合

鳥取県鳥取市・
岩美郡岩美町

岡山県岡山市
北区

岡山空港
ターミナル
株式会社

株式会社
大進本店

株式会社
皆生グランド
ホテル

倉敷市 岡山県倉敷市

山口県下関市・
山口市

鳥取県米子市

H29.3.22

H29.3.22

H29.6.14

H26.1.31

H26.1.31

H26.5.30

H26.12.17

島根県益田市

登録日 プロジェクト実施者 実施場所 プロジェクト概要

登録日

小規模プロジェクトを一つの
プロジェクトとしてまとめたもの

プロジェクト実施者 実施場所 プロジェクト概要

北広島町

益田市

広島県山県郡
北広島町

雲南市 島根県雲南市

津山市内津山市

一般社団法人
木質ペレット

推進協議会山口支部

神石高原町

出雲市 出雲市内

山口県内

神石高原町内

中国地域のプロジェクトの事例
▼中国地域の事例マップ

食品工場におけるボイラー
の更新

商店街における照明設備
の更新
私有林における森林経営
活動
県有林における森林経営
活動
下水処理場における消化
ガスによる系統電力の代替

空港における照明設備の
更新

宿泊施設における空調設
備の更新

小売店舗における照明設
備の更新

市有林における森林経営
活動

温泉施設における木質バイオ
マスボイラーの導入（薪）

H29.3.22 島根県出雲市須山木材株式会社 社有林における森林経営活動

温泉施設における木質バイオ
マスボイラーの導入（薪）
温泉施設・福祉施設における
木質バイオマスボイラーの導
入（チップ）

住宅における太陽光発電設備
の導入（神話の國出雲さんさ
ん倶楽部）

住宅における太陽光発電設備
の導入（神石高原おひさま友
の会）
住宅等における木質バイオマ
スストーブ（ペレット）の導入
（やまぐちペレットクラブ）

住宅における太陽光発電設備
の導入（津山環境倶楽部）

繊維製品製造工場におけ
るボイラー設備の更新、空
調設備の更新、照明設備の
更新
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温泉施設への木質バイオマス（薪）ボイラーの導入

　益田市匹見健康センター（匹見峡温泉やすらぎの湯）は、島根県益田市匹見町に
ある温泉施設です。宿泊施設は全19室、温泉施設は男女とも3つの内風呂、露天風
呂を備えています。今回、温泉の給湯・加温用のボイラーを従来の灯油ボイラーから
木質バイオマスボイラーに置き換えることで、化石燃料の使用を低減し、大幅な
CO₂排出削減を図っています。

施設およびプロジェクトの概要1

　益田市では豊富な森林資源を活用し、地域林業の活性化を図るため、地元の間伐材の利用を推進しています。この一
環で、地域の温泉施設への木質バイオマスボイラーを導入しました。J-クレジット制度に参加し、クレジットの地域活用を
進めることで、地域の活性化や取組のＰＲ等、取組の発展につながるのではないかと考えています。

J-クレジット制度への参加の経緯など2

　このプロジェクトから生み出すクレジットは、今後、益田市内で開催するマラソン
大会や、益田市特産品のカーボン・オフセット等、クレジットの地産地消的な活用を
進めることで、地域活性化を図っていきたいと考えています。

J-クレジット制度の取組の感想・展望など3

事例：1 益田市（島根県）

CO₂排出削減量

約150t-CO²/年

灯油ボイラー
（349kW/1台、465kW/1台）

（灯油ボイラー2台は補完使用）

木質バイオマス（薪）
ボイラー（75kW/4台、
薪約130t/年）

更新

下水処理場への消化ガス発電設備の導入

　倉敷市児島下水処理場は、倉敷市児島小川町にある敷地面積78,500
㎡、現有処理能力29,900㎥/日、処理面積1,528haの下水処理施設で、
生活環境の保全、瀬戸内海の富栄養化防止のため1970年に整備されて
います。
　今回、処理過程で発生する消化ガスを燃料とした発電設備を新たに導
入し、下水処理施設における消費電力の一部を賄うことで、施設の大幅な
省エネルギー化を実現しています。

施設およびプロジェクトの概要1

　倉敷市では、「倉敷市地球温暖化対策実行計画（クールくらしきアクションプラン）」を策定し、様々な環境施策を推進し
ています。取組の一環として、児島下水処理場の消化ガス発電設備（愛称・くらげんき）についてJ-クレジット制度に登録
し、クレジットの創出・活用を目指すことにしました。

J-クレジット制度への参加の経緯など2

　倉敷市では、創出したクレジットを倉敷市内の事業者が活用するクレジットの地
産地消スキームを推進しています。今回創出するクレジットも、地域での活用を目指
し、地域の低炭素化や更なる環境施策へとつなげていきたいと考えています。

J-クレジット制度の取組の感想・展望など3

事例：2 倉敷市（岡山県）

CO₂排出削減量

約400t-CO²/年

家庭等から
の排水 処理水

消化ガス発電設備
(25kW×5台)導入

電力
下水汚泥

メタン
ガス

児島
下水処理場

消化ガス
タンク
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広島本通商店街における照明設備の更新（LED化）

　広島本通商店街は、広島市中区にあり、東西約600m、商店街西側には広島平和
記念公園や原爆ドームがあります。広島本通商店街では、防犯灯や演出照明等の照
明設備（約270灯）を、従来のハロゲンランプからＬＥＤ照明へ更新することにより、
消費電力を低減させCO₂排出量の削減を図りました。

施設およびプロジェクトの概要1

　照明設備の更新は、省エネ化と通行者の安心・安全のサポートがテーマでした。環境面での取組の広がりやＰＲ効果を
期待し、J-クレジット制度へ参加することにしました。また、J-クレジット制度では、登録手続のソフト支援が受けられること
も参加への後押しになりました。

J-クレジット制度への参加の経緯など2

　照明設備の更新の効果をJ-クレジットとして国に認証されることで、環境に配慮し
た街づくりに貢献できるように感じています。将来的には、生み出したクレジットで
イルミネーションイベント等のカーボン・オフセットを行いたいと考えています。

J-クレジット制度の取組の感想・展望など3

事例：3 広島本通商店街振興組合（広島県）

CO₂排出削減量

約40t-CO²/年

防犯灯・演出照明
(ハロゲンランプ×約270灯)

防犯灯・演出照明
（LED照明×約270灯）更新

住宅等における木質バイオマスストーブ（ペレット）の導入
（プログラム型プロジェクト）

　山口県内の一般家庭での木質ペレットストーブの導入を対象としたプログラ
ム型プロジェクトで、木質ペレットの活用によるCO₂削減効果をクレジット化す
る取組です。山口県産の間伐材を利用することでエネルギーの地産地消にも寄
与しています。木質ペレットストーブは、暮らしの中に柔らかな明かりが灯され、
日常生活を楽しみながら環境に貢献できます。

施設およびプロジェクトの概要1

　木質ペレットの普及促進にあたり、CO₂削減効果を国に公正に評価していただく仕組を求めていました。そのような中
J-クレジット制度のことを知り、中国地域のソフト支援機関の協力を得てこのプロジェクトを進めました。また、J-クレジット
制度は「プログラム型」による申請が可能で、1件単位では小さなプロジェクトでも、グループ化することで一定規模のプ
ロジェクトとして登録できる点が、今回の取組にマッチしていました。

J-クレジット制度への参加の経緯など2

　J-クレジット制度に参加したことへの反響は大きく、多数の新聞・ＴＶ等のメディア
で御紹介いただきました。また、「やまぐちペレットクラブ」の会員数は、開始当初の
13件から70件以上に達しています。木質ペレットによる環境への貢献について、共
感が得られていると感じています。今後は、創出するクレジットを地域イベントや農
産物等のカーボン・オフセットへ活用することを目指していきたいと考えています。

J-クレジット制度の取組の感想・展望など3

事例：4 一般社団法人 木質ペレット推進協議会山口支部（山口県）

CO₂排出削減量

約50t-CO²/年

住宅等
灯油ストーブ等×約70件

住宅等
木質ペレットストーブ×約70件
(一社)木質ペレット推進協議会山口支部

更新

管理者
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1

2

3

　J-クレジットは「環境貢献」、「温対法・省エネ法」、「カーボン・オフセット」等への活用ができます。ここでは、カーボン・オ
フセットでの活用について説明します。

J-クレジットの活用3

　カーボン・オフセットとは、日常生活や経済活動において排出するCO₂等の温室効果ガスについて認識し、できる
限り排出量の削減努力を行った上で、どうしても避けられないCO₂排出量（カーボン）の全部又は一部を他の場所
でのCO₂排出削減／吸収量（クレジット）で埋め合わせる（オフセット）という考え方です。
　カーボン・オフセットは、地球温暖化防止に向けた新たな取組として、注目が高まっています。

カーボン・オフセットとは？

カーボン・オフセットの種類
商品を製造・使用・廃棄したり、サービスを利用したりする際に排出されるCO₂排出量をオフセット
することで付加価値をつけるもの

カーボン・オフセットの手続

排出量の把握
▼

削減努力
▼

どうしても減らせない
排出量

+CO₂

他の場所での
削減・吸収量

－CO₂

省エネ 植林
など

クレジット

資金など支援

オフセット

商品・サービス

地域のお祭りやコンサート、スポーツ大会等の開催に伴って排出されるCO₂排出量をオフセットし、イ
ベントの環境価値を高め、ＰＲするものイベント

自らの活動に伴って排出されるCO₂排出量をオフセットすることで、顧客へ企業努力をＰＲするもの自己活動

自らの活動により、どの程度の温室効果ガスを排出するか算定する。排出量の算定

可能な限り温室効果ガスの排出削減努力を行う。削減努力をする

排出量の全てあるいは一部に相当するクレジットを購入する。クレジットの調達

クレジットの償却等の事務手続を行う。オフセット
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4

広島県

岡山県

鳥取県

島根県

山口県

●津山信用金庫
　預金通帳 自社カレンダー
●津山市
　広報つやま
●株式会社津山朝日新聞社
　津山朝日新聞

●出雲かみしお
　店舗
●有限会社土江重機
　自社事務所および車両工事で使用する重機
●株式会社島根日日新聞社
　島根日日新聞

●マツダ株式会社
　マツダサステナビリティレポート
　【ダイジェスト版】

●一般社団法人木質ペレット推進協議会山口支部
　エネルギーイベントENEX出展

●神門通りおもてなし協同組合
　出雲キャンドルナイト
●出雲産業フェア実行委員会
　出雲産業フェア

●株式会社トマト銀行
　トマト銀行6時間
　リレーマラソン
●岡山県
　セルロースナノファイバー
　実用化セミナー
●株式会社中電工
　省エネフェア

●美作大学・美作短期大学
　学園祭白梅祭

●松江市・まつえ環境市民会議
　まつえ環境フェスティバル

●有限会社アンジェ
　津山ロール
●有限会社松月堂
　津山ロール

●有限会社大文字本舗
　津山ロール
●和洋菓子ナポレオン
　津山ロール　

●株式会社くらや
　いちまラスク、山乃香
●城西浪漫館
　津山榕菴珈琲

●有限会社フランセ
　津山ロール
●わかな合資会社
　津山ロール

●くれ環境市民の会
　（事務局：呉市環境政策課）
　くれエコフェスタ

●株式会社サンエス
　カーボン･オフセット付
　ユニフォーム

●津山納涼ごんごまつり実行委員会
　津山納涼ごんごまつりIN吉井川花火大会
●津山市親子エコフェスタ実行委員会
　津山市親子エコフェスタ

●株式会社西京銀行
　６時間リレーマラソンin維新百年記念公園
●株式会社スタジオセンス
　木質ペレットふれあいフェスタ

●株式会社西京銀行
　周南冬のツリーまつり
●中国特殊株式会社
　周南24時間リレーマラソン

●倉敷市・サミット教育大臣会合推進室
　G7倉敷教育大臣会合
●倉敷市
　くらしき省エネセミナー

…商品･サービス
…自己活動
…イベント

凡例

●株式会社ベネッセホールディングス
　株主総会
●マテリアルバンク株式会社
　事業活動全般

●株式会社成研
　広島フロンティアクラブ例会
●ウエストグリーンネット
　例会・企業訪問視察

中国地域のカーボン・オフセットの事例
▼中国地域のカーボン･オフセット事例マップ

2015年度以降
支援分
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商品･
サービス

自己活動

米川生産森林組合（宮城県）

活用クレジット 20t-CO²
株式会社サンエス

住　　所／広島県福山市神辺町川南741-1
　URL　／ http://www.sun-s.jp/
事業概要／繊維事業、電子事業等

カーボン・オフセット付ユニフォーム

　1着あたり5kgのカーボン・オフセット付のユニフォームを販売していま
す。平成28年度は4千着をオフセットし、東日本大震災の被災地である宮城
県産のクレジットを購入することで、被災地復興支援も兼ねた取組としていま
す。

取組の概要1

　サンエスでは全ての事業に対し、健康、安全、介護、環境の４つを基本テー
マとして掲げており、繊維事業において環境をテーマとし、カーボン・オフ
セットを行いました。

経緯・きっかけ2

　ユニフォーム業界で一番最初にカーボン・オフセット付ユニフォームを販売することができました。カタログにもカーボ
ン・オフセット付ユニフォームのページを設け、「1着約5kgのCO₂削減」と「被災地復興支援」に貢献できる商品である
ことをお客様にＰＲし、理解を得るとともに大きな反響をいただいています。

実施効果3

事例：1 株式会社サンエス

株式会社サンエス（広島県）
カーボン･オフセット付ユニフォーム
（約4千着・1着5㎏-CO₂）

カーボン･
オフセット

米川生産森林組合（宮城県）
森林整備事業（20t-CO₂）

クレジット 購入

フクシマフーズ株式会社（福島県）

活用クレジット 4t-CO²
ウエストグリーンネット

住　　所／広島県広島市中区光南5-3-19
　URL　／ http://www.west-green.jp/
事業概要／環境系事業者による任意団体

例会・企業訪問視察のカーボン・オフセット

　ウエストグリーンネットは循環型社会の構築に向け、関連する事業者間の
ネットワークを形成するための団体です。平成24年度から毎年、年間4回程
度実施する例会や企業訪問視察の参加者の移動交通に伴うCO₂排出量の
カーボン・オフセットを行っています。

取組の概要1

　地域の地球温暖化対策や環境保全の推進に向けてカーボン・オフセットは
意義のある取組であり、少しでも普及を後押しできればと考えました。また、
クレジットの購入を通じて、東日本等全国の被災地の復興支援にもつなげた
いと考えました。

経緯・きっかけ2

　この取組は中国経済産業局のソフト支援を受けながら実施しており、手間や費用は最小限で行うことができます。クレ
ジットのやりとりで、事業者間の連携強化やネットワークの形成にも役立つように思います。

実施効果3

事例：2 ウエストグリーンネット

ウエストグリーンネット（広島県）
例会・企業訪問視察

（参加者の移動交通に伴うCO₂排出量）

カーボン･
オフセット

フクシマフーズ株式会社（福島県）
ボイラー更新事業（4t-CO₂）

クレジット 購入
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イベント

自己活動

株式会社醉心山根本店（広島県）
坂本デニム株式会社（広島県）

活用クレジット 7t-CO² くれ環境市民の会
（事務局：呉市環境政策課）

住　　所／広島県呉市中央4-1-6
　URL　／ https://www.city.kure.lg.jp/

節電してくれエコフェスタ2016のカーボン・オフセット

　呉市及びくれ環境市民の会は、平成24年から毎年秋に開催する「くれエ
コフェスタ」において、イベント会場での電力使用量と来場者（6,000人分）
の移動交通に伴うCO₂排出量のカーボン・オフセットを行っています。

取組の概要1

　「くれエコフェスタ」は、多くの市民が集まる環境イベントです。省エネや地
球温暖化対策等をテーマとする中、イベント自らの環境配慮も重要と考え、
カーボン・オフセットを行っています。

経緯・きっかけ2

　イベントのカーボン・オフセットを通じて、主催者としてどのような場面でどの程度のエネルギーを使い、CO₂排出が
どの程度なのか、改めて認識し、CO₂排出に対する責任を果たすことができる点で、カーボン・オフセットは意義のある
取組と考えています。

実施効果3

事例：4 くれ環境市民の会

くれ環境市民の会
　（事務局：呉市環境政策課）（広島県）

節電してくれエコフェスタ2016
（会場での電力使用と参加者の
移動交通に伴うCO₂排出量）

カーボン･
オフセット

株式会社醉心山根本店（広島県）
ボイラー更新事業（2t-CO₂）

坂本デニム株式会社（広島県）
ボイラー更新事業（5t-CO₂）

クレジット 購入

明日真青果株式会社（広島県）

活用クレジット 1t-CO²
株式会社成研

住　　所／広島県広島市中区袋町4-14
　URL　／ http://www.seiken-hiroshima.co.jp/
事業概要／商業コンサルタント事業等

広島フロンティアクラブ例会のカーボン･オフセット

　平成26年から毎年、ビジネス交流を目的とした勉強・情報交換の場であ
る「広島フロンティアクラブ」で、会場での1年間の電力使用に伴うCO₂排
出量を広島県内産のクレジットにより、カーボン・オフセットしています。

取組の概要1

　どのようなビジネスにおいても環境問題は切り離せません。様々な事業者
が集まる「広島フロンティアクラブ」で、効果的に環境啓発を図ることができ
ると考え、カーボン・オフセットを行いました。

経緯・きっかけ2

　広島県の企業として、地元広島県内産のクレジットでカーボン・オフセットを行うことに意義を感じています。今後も微
力ではありますが、継続的に地域の低炭素化に貢献できればと考えています。

実施効果3

事例：3 株式会社成研

株式会社成研（広島県）
広島フロンティアクラブ例会

（会場での電力使用に伴うCO₂排出量）

カーボン･
オフセット

明日真青果株式会社（広島県）
ハウス用ボイラー更新事業（1t-CO₂）

クレジット 購入
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イベント

イベント

下松商業開発株式会社（山口県）

活用クレジット 20t-CO²
株式会社西京銀行

住　　所／山口県周南市平和通1-10-2
　URL　／ http://www.saikyobank.co.jp/
事業概要／銀行業

６時間リレーマラソンin維新百年記念公園

　西京銀行は、地元山口県で開催される「6時間リレーマラソンin維新百年
記念公園」において、平成28年の参加者3,333名分の１日の日常生活から
のCO₂排出量のカーボン・オフセットを行っています。

取組の概要1

　協賛イベントである「6時間リレーマラソンin維新百年記念公園」で地産
地消型のカーボン・オフセットを行うことにより、地元山口県内で環境保全に
取り組まれている事業者様を少しでも応援できればと考えました。

経緯・きっかけ2

　イベントのカーボン・オフセットを通じて、参加者の皆様の環境意識の醸成につながったのではないかと思います。今
後も、地元金融機関として、地域の環境保全活動を継続していきたいと思います。

実施効果3

事例：6 株式会社西京銀行

下松商業開発株式会社（山口県）

活用クレジット 1t-CO²
株式会社スタジオセンス

住　　所／山口県山口市大内御堀981-3
　URL　／ http://www.studio-sense.jp/
事業概要／住宅新築・リフォーム、ペレット
　　　　　ストーブ販売・設置等

木質ペレットふれあいフェスタin山口

　平成27年から毎年、木質ペレットやペレットストーブの普及促進を目的と
して開催する「木質ペレットふれあいフェスタin山口」において、イベント来場
者の移動交通（自家用車及びバス）に伴うCO₂排出量のカーボン・オフセッ
トを行っています。

取組の概要1

　カーボン・ニュートラル燃料である「木質ペレット」の普及促進は、地域の
低炭素化や地域林業の活性化につながるものと考えています。普及活動の場
面においても、できるだけCO₂の排出は避けるべきと考え、カーボン・オフ
セットを実施しました。

経緯・きっかけ2

　イベント当日、会場にカーボン・オフセット証明書を掲示し、参加者の方々に、我々が目指す低炭素への取組や木質ペ
レットの効果を示すことができたように思います。今後も木質ペレットの普及を通じて、地域の低炭素化を図っていきたい
と思います。

実施効果3

事例：5 株式会社スタジオセンス

代金
活用

株式会社スタジオセンス（山口県）
木質ペレットふれあいフェスタin山口

（来場者の移動交通に伴うCO₂排出量）

カーボン･
オフセット

下松商業開発株式会社（山口県）
照明更新事業（1t-CO₂）

クレジット 購入

株式会社西京銀行（山口県）
６時間リレーマラソンin維新百年記念公園
（参加者の1日の日常生活のCO₂排出量）

カーボン･
オフセット

下松商業開発株式会社（山口県）
照明更新事業（20t-CO₂）

クレジット 購入
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4
1 島根県出雲市の取組

イベントのオフセット

会員（出雲市民）

中国地域におけるJ-クレジットの
地産地消の取組

平成28年度
第6回カーボン･オフセット大賞

　島根県出雲市では、市民の太陽光発電設備の導入によるCO₂排出削減効果をプログラム型プロジェクトとして出
雲市が管理し、J-クレジットを創出しています。これを出雲市内のイベントや地元企業が活用し、クレジットの売却益を
出雲の森の再生等に活かすことで、環境にやさしい街づくりを推進しています。

取組の概要1

　「神話の國出雲さんさん倶楽部」は、出雲市内で太陽光発電設備を設置してい
る一般住宅約640件が会員として参加するプログラム型プロジェクトです。1年
間でおよそ630t-CO₂のJ-クレジットを創出しています。平成28年度にはシンボ
ルマークを設定しました。

出雲市のJ-クレジットの「創出」2

　地元の建設会社である有限会社土江重機は、自社努力によりCO₂排出削減を
図った上で、出雲市クレジットにより建設工事の重機の使用等のカーボン・オフ
セットを行いました。平成28年8月に開催された「出雲キャンドルナイト2016」で
は、来場者の移動交通に伴うCO₂排出量約12t-CO₂を出雲市クレジットで埋め
合わせ、地産地消型カーボン・オフセットを実現しました。また、地元新聞社にお
いてもカーボン・オフセット新聞の発刊が行われました。

出雲市でのJ-クレジットの「活用」3

　地域のイベントや地元企業によるカーボン・オフセットは、地元新聞に取り上げられる等、注目を集めています。出
雲市内での地産地消の取組は、第6回カーボン・オフセット大賞で、島根県で初となる「奨励賞」を受賞し、対外的に
も評価されました。クレジットの地産池消の取組を今後も更に展開させ、地域産業の活性化につなげていきたいと考え
ています。（出雲市 経済環境部 産業振興課 新産業支援室）

取組の効果・感想4

奨励賞
受賞

太陽光発電でCO₂削減

シンボルマーク

CO₂削減効果を
J-クレジットとして認証

会員の発電実績等を管理し、
CO₂削減量を計算

神門通りおもてなし協同組合：夏祭り
出雲産業フェア実行委員会：産業イベント　等

地元企業のオフセット
(有)土江重機、(株)島根日日新聞社　等

出雲市

国

販売収入は、出雲の森
再生等のために活用

J-クレジット
代金代金代金

活用活用活用

出雲キャンドルナイト2016
（神門通りおもてなし協同組合）

▼出雲市の取組の概要

(有)土江重機へのオフセット証明書の
授与
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2 岡山県岡山市の取組

イベントのオフセット

岡山市・カーボンフリーコンサルティング株式会社

　岡山市では、バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の地域利用を通じ、削減されたCO₂排出削減効果を平成24年度よりク
レジット化しています。創出したクレジットは、主に岡山市内のイベントや岡山県内の企業等のカーボン・オフセットの
取組に活用され、資源とクレジットの地域循環を図るとともに、クレジットの売却益は地球温暖化対策事業の取組へ還
元しています。

取組の概要1

　一般家庭や事業所等から回収した廃食用油は、パートナー企業でバイオディー
ゼル燃料（ＢＤＦ）に精製し、市が所有するバスやごみ収集車等の燃料として使用
しています。ＢＤＦは植物由来でありカーボンニュートラルの効果が適用されます。
このため、従来の軽油利用に比べ大幅にCO₂が削減できます。このプロジェクト
では、1年間でおよそ700t-CO₂のJ-クレジットを創出しています。

岡山市のJ-クレジットの「創出」2

　このプロジェクトでは、これまでJ-クレジット1,714t-CO₂の認証を受けていま
す。J-クレジットは、主に岡山県内の企業、自治体等が活用し、第6回カーボン・
オフセット大賞で奨励賞を受賞したマテリアルバンク(株)では、業務車両や重機
の使用に伴うCO₂排出量のカーボン・オフセットを行い、対象の車両に岡山市ク
レジットのロゴマークを表示しています。

岡山市でのJ-クレジットの「活用」3

　ＢＤＦ事業は地域の資源循環事業の活性化を目的としたものであり、岡山市内の事業者においてもＢＤＦ車両が導入
される等、着実に広がりを見せています。J-クレジット制度に参加することで「資源」と「CO₂削減効果」の地域循環を
同時に実現できます。この取組を今後も発展させ、更なる環境保全を図っていきたいと考えています。
（岡山市 環境局 産業廃棄物対策課）

取組の効果・感想4

岡山市ごみ収集車・バス等への
バイオディーゼル燃料の導入

岡山市地球温暖化対策事業へ還元

ESDに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会：国際会議
西大寺ファンタジー実行委員会：イルミネーション
岡山県：セミナー
(株)トマト銀行：マラソン大会
(株)中電工：省エネイベント　等

地元企業のオフセット
エコシステムジャパン（株）
大倉インダストリー(株)
(株)玉野民生公社
(株)ベネッセホールディングス
（有）カーライフフジサワ
セロリー（株）
マテリアルバンク（株）　等

ＢＤＦごみ収集車

J-クレジット
代金代金代金

活用活用活用

マテリアルバンク(株)のオフセット車両

▼岡山市の取組の概要

代金活用

連携
ロゴマーク

CO₂削減効果を
J-クレジットとして認証

国

寄付
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3 岡山県倉敷市の取組

代金
活用

イベントのオフセット

会員（倉敷市民）

平成28年度
第6回カーボン･オフセット大賞

　倉敷市では、市の補助金を活用して一般住宅用太陽光発電設備を導入した市民による「くらしきサンサン倶楽部」を
組織し、倉敷市がCO₂削減効果を集約することでJ-クレジットの創出を行っています。クレジットは地元企業のカーボ
ン・オフセット等に活用し、クレジットの地域内循環及び地域の活性化を目指しています。この取組で得られた売却益
は環境学習事業等に活用しています。

取組の概要1

　「くらしきサンサン倶楽部」は、倉敷市内で太陽光発電設備を設置している一般
住宅約3,400件が会員として参加する大規模なプログラム型プロジェクトで、1
年間でおよそ3,000t-CO₂のJ-クレジットを創出しています。また、児島下水処理
場における消化ガス発電設備導入事業（詳細はP.6に掲載）も、J-クレジット制度に
プロジェクト登録し、平成28年度より、クレジット化を進めています。

倉敷市のJ-クレジットの「創出」2

　平成28年5月に開催された「G7倉敷教育大臣会合」では、会場でのエネル
ギー使用や、関係者の移動・宿泊に伴うCO₂排出量約120t-CO₂をカーボン・
オフセットしました。また、地元企業であるNIK環境（株）の再資源化事業や、セロ
リー（株）のカーボン・オフセットユニフォーム等の取組に活用されています。

倉敷市でのJ-クレジットの「活用」3

　倉敷市のクレジットの地域内循環の取組は、第6回カーボン・オフセット大賞で「優秀賞」を受賞し、全国的にも高
い評価を得ました。倉敷市は、今後もJ-クレジット制度を活用し、「地球温暖化対策」と「地域活性化」が両立しながら
発展していくよう、地域の事業者の協力を得て、取組の継続・拡大を図りたいと考えています。
（倉敷市 環境リサイクル局 環境政策課 地球温暖化対策室）

取組の効果・感想4

優秀賞
受賞

太陽光発電でCO₂削減 会員の発電実績等を管理し、
CO₂削減量を計算

倉敷市・サミット教育大臣会合推進室：国際会議
倉敷市：くらしき省エネセミナー　等

※G7倉敷教育大臣会合のオフセット
　に使用したシンボルマーク

地元企業のオフセット
NIK環境（株）、セロリー（株）　等

G7倉敷教育大臣会合のオフセット

倉敷市

【倉敷市環境保全基金】
環境学習事業等に活用

J-クレジット
代金代金代金活用活用活用

連携連携連携

セロリー(株)のオフセットユニフォーム

▼倉敷市の取組の概要

NPO法人おかやまエネルギーの未来を考える会

CO₂削減効果を
J-クレジットとして認証

国

寄付寄付寄付
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4 岡山県津山市の取組 平成27年度
第5回カーボン･オフセット大賞

　津山市では、平成23年度より地域で創出したクレジットを地域で活用するクレジットの「地産地消」を進めていま
す。一般市民にとって身近なイベントや地元特産品のカーボン・オフセットを行い、得られたクレジットの売却益は地域
の環境施策として、植樹イベント等に活用しています。

取組の概要1

　「津山環境倶楽部」は、津山市で太陽光発電設備を設置している一般住宅約
350件が会員として参加するプログラム型プロジェクトで、1年間でおよそ
280t-CO₂のJ-クレジットを創出しています。また、津山市では、市有林の間伐等
によるCO₂の吸収源対策を行っており、これまでおよそ500t-CO₂のクレジットを
創出しています。

津山市のJ-クレジットの「創出」2

　地域の特産品に地域のJ-クレジットを付加した「津山版カーボン・オフセット商
品」は、地元原材料を使った「津山ロール」や地元産品「つやま夢みのり」の一部商
品を対象とし、商品1個にJ-クレジット1kg分を付与し、購入者の日常生活からの
CO₂排出量の一部をカーボン・オフセットするものです。対象商品を購入すると自
動的に津山市の低炭素化に参加できる仕組みです。商品には、津山市のカーボン・オフセットのシールを添付し、商品
の環境配慮面を分かり易く示しています。また、津山市では、多くの市民が関わる夏祭りや子供向け環境イベントの
カーボン・オフセットを行い、環境意識の醸成を図っています。

津山市でのJ-クレジットの「活用」3

　これらは、市民を巻き込んだ地域性の高い取組として高く評価され、「第5回 カーボン・オフセット大賞」では中国
地域で初めて「奨励賞」を受賞しました。また、J-クレジット活用の先進的な事例として全国から取組紹介の要望があ
り、これまで東京、仙台、広島等のセミナーや環境イベントに担当者が出席し、「低炭素都市津山」を全国に発信してい
ます。（津山市 環境福祉部 低炭素都市推進室）

取組の効果・感想4

奨励賞
受賞

津山信用金庫のオフセット通帳

津山産品のカーボン・オフセット

イベントのオフセット

会員（津山市民）
太陽光発電でCO₂削減

会員の発電実績等を管理し、
CO₂削減量を計算

津山納涼ごんごまつり実行委員会：夏祭り
津山市親子エコフェスタ実行委員会：エコフェスタ　等

地元企業のオフセット
津山信用金庫、
津山朝日新聞　等

地元産品のオフセット
津山ロール、
つやま夢みのり 等

津山市・NPO法人エコネットワーク津山

津山市の環境施策に活用
（植樹イベント　等）

J-クレジット
代金代金代金

活用活用活用

▼津山市の取組の概要

シンボルマーク

CO₂削減効果を
J-クレジットとして認証

国
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中国地域のカーボン･オフセット事例の一覧5

※平成27･28年度における中国地域の取組の一例を掲載
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5
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4

25

603

4

1

2

2

22

11

2

1

1

8

4

18

2

57

6

7

20

3

1

13

有限会社アンジェ

株式会社くらや

有限会社松月堂

城西浪漫館

有限会社大文字本舗

和洋菓子ナポレオン

有限会社フランセ

わかな合資会社

株式会社サンエス

出雲かみしお

有限会社土江重機

株式会社島根日日新聞社

株式会社津山朝日新聞

津山市

津山信用金庫

津山信用金庫

株式会社ベネッセホールディングス

マテリアルバンク株式会社

ウエストグリーンネット

株式会社成研

マツダ株式会社

出雲産業フェア実行委員会

神門通りおもてなし協同組合

松江市・まつえ環境市民会議

岡山県

倉敷市

株式会社中電工

津山納涼ごんごまつり実行委員会

津山市親子エコフェスタ実行委員会

株式会社トマト銀行

美作大学・美作短期大学

株式会社西京銀行

株式会社西京銀行

株式会社スタジオセンス

中国特殊株式会社

津山環境倶楽部

津山環境倶楽部

津山環境倶楽部

津山環境倶楽部

津山環境倶楽部

津山環境倶楽部

津山環境倶楽部

津山環境倶楽部

米川生産森林組合

神話の國出雲さんさん倶楽部

神話の國出雲さんさん倶楽部

神話の國出雲さんさん倶楽部

津山環境倶楽部

津山環境倶楽部

津山環境倶楽部

津山環境倶楽部

岡山市

岡山市・アマタケ 等

フクシマフーズ

明日真青果

広島県

阿武クリエーション

神話の國出雲さんさん倶楽部

神話の國出雲さんさん倶楽部

奥出雲町

岡山市

くらしきサンサン倶楽部

くらしきサンサン倶楽部

岡山市

津山環境倶楽部

津山環境倶楽部

岡山市

津山環境倶楽部

坂本デニム・酔心山根本店

下松商業開発

下松商業開発

阿武クリエーション

下松商業開発　

カーボン・オフ
セットの分類 実施場所 カーボン・オフセットの概要取組主体

津山ロール購入者の1人1日の日常生活からのCO₂排出量の一部の
オフセット

津山ロール購入者の1人1日の日常生活からのCO₂排出量の一部の
オフセット
津山ロール購入者の1人1日の日常生活からのCO₂排出量の一部の
オフセット
津山ロール購入者の1人1日の日常生活からのCO₂排出量の一部の
オフセット
津山ロール購入者の1人1日の日常生活からのCO₂排出量の一部の
オフセット

店舗出雲かみしおの1年間の電力・灯油使用に伴うCO₂排出量の
オフセット

島根日日新聞の印刷・折込工程のエネルギー使用に伴うCO₂排出量
のオフセット
津山朝日新聞の印刷・折込工程のエネルギー使用に伴うCO₂排出量
のオフセット

自社カレンダーの印刷・製造工程の電力使用に伴うCO₂排出量の
オフセット

ENEXブース出展に関する移動交通・配布資料のエネルギー使用に
伴うCO₂排出量のオフセット

一般社団法人木質ペレット推進協議会
山口支部

くれ環境市民の会
（事務局：呉市環境政策課）

倉敷市・
サミット教育大臣会合推進室

出雲産業フェア2016の開催に係るエネルギー使用に伴うCO₂
排出量のオフセット
出雲キャンドルナイト2016の開催のおける来場者の移動交通に伴う
CO₂排出量のオフセット

セルロースナノファイバー実用化セミナーinおかやまの会場におけるエネルギー使用量
来場者160名の1日の生活から排出されるCO₂排出量のオフセット

まつえ環境フェスティバルの開催に係るエネルギー使用に伴うCO₂
排出量のオフセット

くらしき省エネセミナーのエネルギー使用に伴うCO₂排出量の
オフセット

中電工省エネフェアにおける来場者移動、会場、印刷物のエネルギー
使用に伴うCO₂排出量のオフセット
津山納涼ごんごまつりにおける会場・移動交通のエネルギー使用に
伴うCO₂排出量のオフセット
津山市親子フェスタの開催におけるエネルギー使用に伴うCO₂
排出量のオフセット
6時間トマト銀行リレーマラソンの会場・移動交通のエネルギー使用に
伴うCO₂排出量のオフセット
大学祭白梅祭による発生する廃棄物の処理に伴うCO₂排出量の
オフセット
くれエコフェスタの開催に係る会場・来場者の移動交通の
エネルギー使用に伴うCO₂排出量のオフセット
6時間リレーマラソン in 維新百年記念公園の開催に係るCO₂
排出量のオフセット
周南冬のツリーまつりにおけるイルミネーションの電力使用に伴う
CO₂排出量のオフセット
木質ペレットふれあいフェスタの来場者の移動交通に伴うCO₂
排出量のオフセット
周南24時間リレーマラソンの会場・移動交通のエネルギー使用に
伴うCO₂排出量のオフセット

G7倉敷教育大臣会合における会場、関係者の移動交通・
宿泊に伴うCO₂排出量

マツダ・サステナビリティレポート（ダイジェスト版）の印刷・製本工程
のエネルギー使用に伴うCO₂排出量のオフセット

津山ロール購入者の1人1日の日常生活からのCO₂排出量の一部の
オフセット
津山榕菴珈琲購入者の1人1日の日常生活からのCO₂排出量の一部
のオフセット

いちまラスク、山乃香購入者の1人1日の日常生活からのCO₂排出量
の一部のオフセット

ユニフォーム購入者の1日の日常生活からのCO₂排出量のオフセット

道路工事の重機の使用に伴うCO₂排出量のオフセット

広報つやま印刷に係る電力使用に伴うCO₂排出量のオフセット

預金通帳の印刷・製本工程の電力使用に伴うCO₂排出量のオフセット

株主総会における参加者の移動交通に伴うCO₂排出量のオフセット

全ての事業活動に伴うCO₂排出量のオフセット

例会・企業訪問視察の移動交通に伴うCO₂排出量のオフセット

交流事業広島フロンティアクラブの会場の電力使用に伴うオフセット

活用クレジット クレジット
活用量（t）

岡山県

広島県

島根県

岡山県

広島県

山口県

島根県

岡山県

広島県

山口県

商品・
サービス

自己活動

イベント

代金
活用
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低炭素社会の
実現を目指して

〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀6番30号
■TEL 082-224-5741　■FAX 082-224-5647
■URL http://www.chugoku.meti.go.jp/

本誌の原材料調達、製造時の電力使用に伴うCO₂排出量は、
中国地域のＪ－クレジットによりカーボン･オフセットしています。

経済産業省

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

Ｊ－クレジット制度ホームページ 
■URL http://japancredit.go.jp/

平成28年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業

お問合せ先


