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Ｊ−クレジット制度とは？
❶
●Ｊ−クレジット制度の概要
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。
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かすことができます。

省エネ設備導入等に
よるCO₂削減効果を
クレジット化します。

Ｊ−クレジット創出者
（中小企業、農業者、地方自治体等）

クレ
ジット売却

自らの CO₂排出量を削減

資金

資金循環

Ｊ−クレジット購入者
（大企業、中小企業、地方自治体等）

Ｊ−クレジット創出者に資金を提供

Ｊ−クレジットを 購 入
し、カーボン・オフセッ
ト等に活用します。

▼Ｊ−クレジット創出によるメリット
ランニングコストの低減

省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用により、ランニングコストを低減さ
せることができます。

クレジット売却益

設備投資の一部を、クレジットの売却益によってまかない、投資費用の回収やさら
なる省エネ投資に活用できます。

ＰＲ効果

CO₂の自主的な排出削減や吸収プロジェクトを行うことで、温暖化対策に積極的
な企業や団体としてＰＲすることができます。

新たなネットワークの構築

クレジットの創出や売買を通じて、新しいネットワークの構築につながります。

▼Ｊ−クレジット購入によるメリット

低炭素社会実行計画の
目標達成のための活用

温対法での
活用

カーボン･オフセット
などへの活用

省エネ法での
活用

2020 年の CO₂削減の数値
目標を設定した低炭素社会
実行計画の目標達成に利用
が可能です。

温対法の調整後 CO₂排出量
の報告に利用可能です。

環境への貢献をPRし、企業
や製品の差別化、ブランディ
ングに利用可能です。

省エネルギー事業によるクレ
ジットを省エネ法の共同省エ
ネルギー事業の報告に利用
可能です。
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❷
●クレジット化までの手続と支援
クレジットの認証・発行までには、
【プロジェクトの登録】と【モニタリング（削減量や吸収量の算定をするための計測
等）】の２つのステップがあります。

ステップ

１

プロジェクトの登録
①プロジェクト計画書の作成
「どのような CO₂排出削減／吸収事業（省エネ設備の導入、森林管理等）を実施する
か？」を記載した計画書を作成します。
※計画書の作成についてソフト支援を受けることができます。

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。
※審査費用について支援を受けることができます。

③プロジェクト計画登録申請
有識者委員会に諮り、国が正式にプロジェクトを登録します。

ステップ

2

モニタリングの実施
①モニタリング報告書の作成
国に登録された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。
※報告書の作成についてソフト支援を受けることができます。

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。
※審査費用について支援を受けることができます。

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、事務局にクレジット認証申請をします。

Ｊ−クレジットの認証・発行
有識者委員会に諮り、国がクレジットを認証・発行します。

※書類の作成や審査費用の支援にあたっては、諸条件がありますので、詳細は中国経済産業局もしくはソフト支援機関（中電技術コンサルタン
ト株式会社）までお問合せください。
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❸
●プロジェクト登録の条件
日本国内で実施されること。
2013 年 4 月 1 日以降に実施されたものであること。
排出削減のための設備投資回収年数が３年以上であること。
制度で承認された方法論に基づいて実施されていること。
審査機関による妥当性確認を受けていること。
※全ての条件を満たす必要があります。

❹
●ソフト支援事業の紹介
Ｊ−クレジット制度の活用が期待される事業者を対象に、中国経済産業局が委託した支援機関（中電技術コンサルタ
ント株式会社）により、次の支援を受けることができます。

支 援 内 容
制度活用の相談を受け、CO₂等の排出量削減量の簡易算定を行います。
プロジェクト計画書、モニタリング報告書を作成し、申請手続を代行します。
プロジェクト登録、モニタリング報告における審査対応および審査にかかる費用を支援※
します。
※審査費用支援については諸条件がありますので、詳細は中国経済産業局もしくはソフト支援機関（中電技術コンサ
ルタント株式会社）までお問合せください。

Ｊ−クレジット創出に関する支援条件
年間の CO₂排出削減量 30t-CO₂以上が見込まれること。
中小企業基本法第２条に定める中小企業者であること。
平成 27 年度は自治体も対象とする。
プロジェクト計画書の作成支援は、
１事業者・１方法論について１度のみ支援する。
モニタリング報告書の作成支援は、
１事業につき2 年間に１度まで支援する。
※平成 27 年度時点
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❺
●方法論
Ｊ−クレジット制度では現在６０の方法論が承認されています。
分類

方法論名称

分類

ボイラーの導入

乾燥設備の更新

ヒートポンプの導入

屋上緑化による空調に用いるエネルギー消費削減

工業炉の更新

ハイブリッド式建設機械・産業車両への更新

空調設備の導入

天然ガス自動車の導入

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

印刷機の更新

照明設備の導入

サーバー設備の更新

コジェネレーションの導入

節水型水まわり住宅設備の導入

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

外部データセンターへのサーバー設備移設による空
調設備の効率化
エコドライブ支援機能を有するカーナビゲーションシ
ステムの導入及び利用

未利用廃熱の発電利用

海上コンテナの陸上輸送の効率化

未利用廃熱の熱源利用

下水汚泥脱水機の更新による汚泥処理プロセスに用
いる化石燃料消費削減

変圧器の更新

ITを活用したプロパンガスの配送効率化
ITを活用した検針活動の削減

省エネルギー等

省エネルギー等

電気自動車の導入

共同配送への変更
冷媒処理設備の導入
省エネルギー住宅の新築

自動販売機の導入

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

冷凍・冷蔵設備の導入

太陽光発電設備の導入

ロールアイロナーの更新

再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備の導入
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）によ
る化石燃料又は系統電力の代替

電動船舶への更新
廃棄物由来燃料による化石燃料又は系統電力の代替
ポンプ・ファン類の更新

水力発電設備の導入

電動式建設機械・産業車両への更新

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

生産設備（工作機械、プレス機械又は射出成型機）の
更新
エコドライブを支援するデジタルタコグラフ等装置の
導入及び利用

自家用発電設備の更新

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

農業

テレビジョン受信機の更新

マグネシウム溶解鋳造用カバーガスの変更

液晶 TFTアレイ工程におけるSF⁶からCOF₂への使
用ガス代替

※平成 26 年 12 月 26 日時点

豚・ブロイラーへの低タンパク配合飼料の給餌
家畜排せつ物管理方法の変更
茶園土壌への硝化抑制剤入り化学肥料又は石灰窒
素を含む複合肥料の施肥
微生物活性剤を利用した汚泥減容による、焼却処理
に用いる化石燃料の削減
食品廃棄物等の埋立から堆肥化への処分方法の変更

森林

機器のメンテナンス等で使用されるダストブロワー缶
製品の温室効果ガス削減

廃棄物

工業プロセス

麻酔用 N₂O ガス回収・分解システムの導入

温室効果ガス不使用絶縁開閉装置等の導入
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方法論名称

森林経営活動
植林活動

❻
●Ｊ−クレジット制度Ｑ＆Ａ
プロジェクト実施者に制限はあり
ますか？

A1

プロジェクト実施者に制限はありませ
ん。個人や法人格を有さない任意組織
もプロジェクト実施者になれます。

設備導入のために国、または地
方自治体から補助金を受けてい
る場合、本制度に参加することは
できますか？

A2

A4

A5

Q5

条件はありませんので、どなたでもＪ−
クレジットを購入・活用することがで
きます。

カーボンフットプリント（CFP）と
はどのようなものですか？

Q3

プロジェクト実施者と購入希望者間の
相対取引のため、決められた価格はあ
りません。クレジットの銘柄、取引量等
によって価格に差が生じるのが一般的
です。

Ｊ−クレジットの発行対象期間を
教えてください。

Ｊ−クレジットを活用してカーボ
ン・オフセットを行う場合、主体
となる実施者や事業者に条件が
ありますか？

Q2

補助金を受けて導入した設備を利用し
たプロジェクトでも、プロジェクトの要
件を満たしているのであれば、本制度
に参加することができます。その場合
においても、
Ｊ−クレジットの認証にあ
たっては、補助金相当分を減じること
なく、排出削減量の全量をＪ−クレジッ
トとして認証することができます。

Ｊ−クレジットの価格はどのよう
にして決められるのでしょうか？

A3

Q1

Q4

A6

CFPとは 製 品 の 原 材 料 調 達 から廃
棄・リサイクルに至るまでのライフサ
イクル全体を通して排出される温室効
果ガスの排出量をCO₂に換算し、製品
等に「見える化」
（表示）する仕組みで
す。
（参考 https://www.cfp-japan.jp/）

どんぐりポイント制度について教
えてください。

A7

Q6

Q7

CFPにより「見える化」した温室効果
ガスの排出量を他の場所で減らした
CO₂で埋め合わせ、その製品やサービ
スの CO₂排出量を減らすことで「どん
ぐりマーク」がつきます。この「どんぐ
りマーク」にポイントがついたものが
「どんぐりポイント」です。
「どんぐりポ
イント」がついた製品やサービスを選
ぶことで、環境への取組に力を入れて
いる企業を応援することにつながりま
す。
（参考 http://www.donguripoint.jp/）

プロジェクト登録もしくはモニタリング
開始日のいずれか遅い方から、平成
33 年 3 月 31 日までの間になります。
なお、
Ｊ−クレジットの有効期間につい
ては、平成 33 年 3 月 31 日まで有効で
あり、それ以降の期限の取扱いについ
ては今後検討していく予定です。
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中国地域のプロジェクト事例の紹介
事例❶

住宅における太陽光発電設備の導入

津山市
（岡山県）

プロジェクトの概要
津山市では、平成 22 年から一般家庭への太陽光発電設備の導入補助事
業を行っています。太陽光発電設備の導入により、購入電力の一部を再生可
能エネルギーに代替し、CO₂排出量を削減することができます。津山市は、市
民の住宅で削減されたCO₂排出削減効果を取りま
とめ、
Ｊ−クレジット制度への参加により資金化し、
環境施策に有効利用する計画です。また、クレジッ
トに津山市のオリジナルマークを付与することで、
活用を促進しています。

取組の効果
これまで創出されたクレジットは、地域のイベントである「津山納涼ごんごまつり」や
「親子エコフェスタ」のカーボン・オフセットに活用されるとともに、地域企業による「オ
フセット通帳」や「オフセット新聞」等に展開されています。また、平成 26 年 12 月から
は、地域ブランドである「つやま夢みのり」や「津山ロール」といった地元産品のオフ
セットがスタートしました。津山市では環境施策の一環としてＪ−クレジット制度を積極
的に取り入れ、クレジットの創出から活用までを包括的に実施することで、地域の活性
化を図っています。
※この取組はＪ−クレジット制度ＨＰでも紹介されています。
動画 URL http://japancredit.go.jp/menu01/document.html

国
取りまとめて申請

承認

津山市
クレジットの創出

クレジットの売却

市民
ソーラーパネルの設置
➡CO₂削減
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地元の企業
環境意識の
醸成

オフセット商品の販売
魅力向上➡地域活性化

CO₂排出削減

74t-CO₂/年

事例❷

株式会社トンボ
（岡山県岡山市）

空調・照明・ボイラーの更新

プロジェクトの概要
株式会社トンボ（岡山市）では、主にスクール用の制服や体操服等の製造を
行っています。工場における空調、照明、蒸気用ボイラーの設備更新を行うこと
でエネルギー利用の高効率化を図り、CO₂排出量を削減する計画です。

取組の効果
設備の高効率化によりCO₂排出削減量は約 30t-CO₂/ 年が見込まれており、環境
に配慮した製品づくりが可能となります。ボイラーの燃料を、重油から都市ガスへ転換
しており、安全面や運用面の向上にも繋がっています。

事例❸

CO₂排出削減
約 30t-CO₂/年

（一社）木質ペレット推進協議会山口支部
住宅における
（山口県山口市）
木質ペレットストーブの導入

プロジェクトの概要
一般社団法人木質ペレット推進協議会山口支部（山口市）は、木質ペレットストーブの普及促進を行っており、このたび、
山口県内で木質ペレットストーブを導入した家庭を対象とした「やまぐちペレットクラブ」を立ち上げました。各家庭の CO₂削
減効果を取りまとめ、
Ｊ−クレジットとして環境価値を創出し、将来的にはクレジットの売却益を会員に還元していく計画です。

CO2

CO2
木質ペレット

会員
やまぐちペレットクラブ
ペレットストーブ等ユーザー
CO₂排出量削減
認証申請

山口県森林組合連合会
木質ペレット製造

情報
収集
収益
還元

運営･管理者
木質ペレット
推進協議会
山口支部

クレジット
国

取組の効果
将来的な会員数は約 100 人が見込まれ、CO₂排出削減効果は約 50t-CO₂/ 年とな
る計画です。木質ペレットの普及促進を通じて、地域林業の活性化と低炭素社会の構
築を図ります。

CO₂排出削減
約 50t-CO₂/年
7
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中国地域のクレジットの紹介

❶
●中国地域のクレジットの一例
プロジェクト実施者 認証番号
菌興椎茸協同組合
種菌育成場

539

プロジェクト概要

域

種菌育成場におけるボイラーの更新（灯油→都市ガス）
空調設備の更新（電気→電気）

鳥取県鳥取市

株式会社日新

1132

製材所におけるボイラーの新設（木質バイオマス）

鳥取県境港市

奥出雲町

1236

旅館におけるボイラーの更新（重油→木質バイオマス）

島根県仁多郡
奥出雲町

奥出雲町

1237

温泉施設におけるボイラーの新設（木質バイオマス）

島根県仁多郡
奥出雲町

江津市

416

温泉施設におけるボイラーの更新（重油→木質バイオマス）

島根県江津市

神話の國出雲
さんさん倶楽部

P69

住宅における太陽光発電設備の導入

島根県出雲市

岡山市

1346

岡山市における化石燃料からバイオディーゼル燃料への切り替え

岡山県岡山市

株式会社
岡山スポーツ会館

1300

スポーツ･レジャー施設におけるボイラーの更新（重油→ＬＰＧ)

岡山県岡山市

津山環境倶楽部

P76

住宅における太陽光発電設備の導入

岡山県津山市

株式会社元大

232

かまぼこ等工場におけるボイラーの更新（重油→都市ガス）

岡山県倉敷市

明日真青果株式会社

845

農場（ハウス栽培）におけるボイラーの新設（バイオディーゼル燃料）

広島県尾道市

株式会社
醉心山根本店

954

酒造工場におけるボイラーの更新（重油→都市ガス）

広島県三原市

医療法人
社団やまを会

1470

老人保健施設におけるヒートポンプの導入による熱源設備の更新（重
油→電気）
空調設備の更新（重油→電気）

広島県山県郡
安芸太田町

ボイラーの燃料転換（重油→木質バイオマス）

山口県阿武郡
阿武町

旅館におけるヒートポンプの導入による熱源設備の更新（灯油→電
気）

山口県長門市

商業施設における照明設備の更新による省エネ事業

山口県下松市

ホテルにおける空調設備の更新（重油→電気、都市ガス）

山口県山口市

株式会社
あぶクリエイション

284

株式会社大谷山荘

1223

下松商業開発
株式会社
湯田温泉株式会社

616
1431

※クレジットは全て国内クレジット（平成 27 年 1 月 22 日時点）
※最新の在庫状況等の詳細はソフト支援機関（中電技術コンサルタント株式会社）までお問合せください。
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地

❷
●クレジット創出事業者の声
❶ 神話の國出雲さんさん倶楽部

島根県出雲市

一般住宅への太陽光発電設備の導入によるCO₂削減効果をクレジット化して
います。
１軒あたりの CO₂削減量は小さなものですが、
「神話の國出雲さんさん
倶楽部」として400 戸以上をひとまとめにして申請することで、年間 200t-CO₂
以上のクレジットを取得できます。

クレジットの売却益は、出雲市役所が主催する一般市
民や小学生等を対象とした新エネルギー関連施設のバ
スツアーや環境学習等の運営費用に充てられており、
地域における環境意識の醸成に役立てられています。

❷ 岡山市

岡山県岡山市

岡山市のＢＤＦ事業は、家庭や事業所等から回収した廃食用油をバイオディー
ゼル燃料（ＢＤＦ）に精製し、市のごみ収集車等の燃料として活用する取組です。
ＢＤＦは植物由来であるためカーボンニュートラルの効果が適用され、従来の軽
油に比べて大幅にCO₂が削減できます。

岡山市では、
ＢＤＦ事業によるCO2 削減効果をクレジッ
ト化し、 岡山市内のイベント等で活用しています。ま
た、公募によるオリジナルマークを付与することで、クレ
ジットの活用促進を図っています。

❸ 株式会社醉心山根本店

広島県三原市

日本酒の製造工程における蒸気用ボイラーを、高効率の都市ガスボイラーに
更新することにより、CO₂排出量を大幅に削減しています。
これまで創出したクレジットは、オフセット・プロバイダーを通じて、主に広島県
内の事業者によるカーボン・オフセットに活用されており、地域の低炭素化に活
かされています。

今後も機会があれば、
Ｊ−クレジット制度に参加し、環境
にやさしい製品づくりを更に発展させていきたいと考え
ています。
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カーボン・オフセットについて

❶
●カーボン・オフセットとは ?
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。

+CO₂

−CO₂

オフセット

排出量の把握
▼
削減努力
▼

資金など支援
クレジット

どうしても減らせない
排出量

他の場所での
削減・吸収量

省エネ

植林
など

STEP 1 知って
まずは、自分が排出しているCO₂
排出量を 知る ことが重要だね。

STEP 2 減らして
できるところから 減らす 努力を
始めることが、地球温暖化防止の
第一歩ね。

STEP 3 オフセット
カーボン・オフセットで自らの温
室効果ガスの排出に責任を持つこ
とが、低炭素社会の実現に繋がっ
ていくね。
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❷
●カーボン・オフセットの分類

商品・サービス
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

イベント
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

自己活動
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

❸
●カーボン・オフセットの手続き

排出量の算定
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。

削減努力をする
可能な限り温室効果ガスの排出削減努力を行う。
（例；省エネ設備の導入、公共交通機関の利用等）

クレジットの調達
排出量の全てあるいは一部に相当するＪ−クレジット等を購入する。

オフセット
クレジットの償却等の事務手続を行い、取組のＰＲを行う。

カーボン・オフセット支援
中国経済産業局が委託した支援機関（中電技術コンサルタント株式会社）により、カーボン・オフセットに関する
ソフト支援を受けることができます。
※クレジットの購入費用は支援の対象に含まれません。
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中国地域のカーボン･オフセット事例の紹介

商品・サービス

事例❶

瞬間除菌・消臭液

実施主体 : 株式会社玉野民生公社
所 在 地 : 岡山県玉野市玉原 3 丁目 20 番 1 号
事業内容 : 浄化槽管理・清掃、水質改善 他

株式会社玉野民生公社は自社商品である瞬間除菌・
消臭液の製造・輸送工程における軽油使用（平成 25 年
９月〜平成２６年８月）に伴うCO₂排出量８t-CO₂をカー
ボン・オフセットしました。

国内クレジット
中商事株式会社

８t-CO₂
事例❷

預金通帳

実施主体 : 津山信用金庫
所 在 地 : 岡山県津山市山下 30 番地の 15
事業内容 : 金融業

津山信用金庫は、平成 26 年 5 月に発行した総合口座通
帳および普通預金通帳（計 50,000 冊）の印刷・製本工程
における電力使用に伴うCO₂排出量 5t-CO₂をカーボン・
オフセットしました。

国内クレジット
津山市

5t-CO₂
12

自己活動

事例❸

社屋・倉庫の電力利用

実施主体 : 田熊工業株式会社
所 在 地 : 山口県周南市西松原 3 丁目 4 番 11 号
事業内容 : 土木工事・電力工事・通信工事 他

田熊工業株式会社は、
ＣＳＲ活動の一環として、平成
24 年 1 月から12 月までの本社社屋や倉庫における
電力使用に伴うCO₂排出量２７t-CO₂をカーボン・オ
フセットしました。

国内クレジット
協同組合盛岡南ショッピングセンター・
有限会社トミーランドリー・
株式会社後統開発

27t-CO₂
事例❹

会社案内・環境レポート

実施主体 :マツダ株式会社
所 在 地 : 広島県安芸郡府中町新地 3 番 1 号
事業内容 : 乗用車・トラックの製造、販売 他

マツダ株式会社は、平成２６年９月に発行した「マツ
ダ会社案内・マツダサステナビリティレポート【ダイ
ジェスト版】2014（日本語版・英語版

計 26,000

部）の印刷・製本工程における電力使用に伴うCO₂
排出量１t-CO₂をカーボン・オフセットしました。

国内クレジット
株式会社大谷山荘

1t-CO₂
13

自
イベ
己ン
活ト
動

事例❺

2014
松江市環境フェスティバル

実施主体 : 松江市・まつえ環境市民会議
所 在 地 : 島根県松江市学園南 1 丁目
20 番 43 号

2014 松江市環境フェスティバルのイベント会場やチ
ラシ・ポスターの印刷に関わる電力の使用、機材運搬
や主催スタッフ、来場者の自動車の使用に伴うCO₂排

国内クレジット
江津市

出量 2t-CO₂をカーボン・オフセットしました。

2t-CO₂

事例❻

持続可能な開発のための教育
（ＥＳＤ）
に関するユネスコ世界会議

実施主体 : 岡山 ESD 推進協議会、
ESDに関するユネスコ世界会議
岡山支援実行委員会、
公民館 -CLC 会議実行委員会
ＥＳＤとは？

ＥＳＤに関するユネスコ世 界 会 議 の 関 連イベント

現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近
なところから取り組むことにより、課題の解決に
つながる新たな価値観や行動を生み出すこと、
そして持続可能な社会を創造していくことを目
指す学習や活動です。

（オープニングセレモニー・交流会、各種会議・フォー
ラム、フェアウェルパーティー、エクスカーション、サイ
ドイベント等）における会場で使用した電力や参加者
のバスの使用に伴うCO₂排出量 41t-CO₂を岡山市の
クレジットでカーボン・オフセットしました。

国内クレジット
岡山市

41t-CO₂
14

自
イベ
己ン
活ト
動

事例❼

第 30 回
周南冬のツリーまつり

実施主体 : 株式会社西京銀行
所 在 地 : 山口県周南市平和通 1 丁目 10 番 2 号
事業内容 : 金融業

株式会社西京銀行は、第 30 回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 3t-CO₂をカーボン・オフセットすることで、地元
イベントへの環境貢献を行いました。

国内クレジット
下松商業開発株式会社

3t-CO₂

事例❽

第 11 回 周南 24 時間
リレーマラソン in Yamaguchi

実施主体 : 株式会社中特ホールディングス
所 在 地 : 山口県周南市大字久米 3078 番地の1
事業内容 : 一般廃棄物収集運搬、
産業廃棄物収集運搬・処分 他

株式会社中特ホールディングスは、
「第 11 回周南
24 時間リレーマラソンin Yamaguchi」開催における
会場での電力使用量や参加者・関係者の交通に関わ
るエネルギー使 用 等に伴うCO₂排 出 量 13t-CO₂を
カーボン・オフセットすることで、地元イベントへの環
境貢献を行いました。

国内クレジット
下松商業開発株式会社

13t-CO₂
15

中国地域におけるカーボン・オフセットの事例
平成 24 年度

種別

オフセット主体
雲南市

島根県

岡山市

岡山県

ウエストグリーンネット
尾道市
イベント

自己活動

地域

概要
うんなんバイオマスフェスタ2012 の開催に関わるオフセット

MOMOTAROH FANTASY2012 の電力使用に関わるオフ
セット
ウエストグリーンネットの例会（研修会・見学会）における参加者
広島県 の移動に関わるオフセット
第 1 回瀬戸内しまなみ海道サイクリング尾道大会 の開催に関
広島県 わるオフセット

呉市
広島県 くれエコフェスタ2012 の開催に関わるオフセット
くれ環境市民の会
2012 中・四国クラブ野球リーグ福山市長旗争奪大会 の開催
一般財団法人
日本野球連盟中国地区 広島県 に関わるオフセット
マツダサスティナブル ZOOM-ZOOMフォーラム2013 の開
広島県 催に関わるオフセット
マツダ株式会社
周南冬のツリーまつり2012 の電力使用に関わるオフセット貢
山口県 献
株式会社西京銀行
マツダサスティナビリティレポート2012 14,000 部の印刷・
広島県 製本に関わるオフセット
マツダ株式会社
山口県 平成 23 年度分の営業用バイクのガソリン使用に関わるオフセッ
株式会社西京銀行
ト
田熊工業株式会社

山口県 本社ビルと倉庫における電力使用に関わるオフセット

償却数量
（t）
2
1
1
82
8
3
4
3
1
45
27

平成 25 年度

種別

オフセット主体

島根県

株式会社トマト銀行

岡山県

ウエストグリーンネット
株式会社成研
イベント

商品･サービス

地域

松江市
まつえ環境市民会議
津山納涼ごんご祭
実行委員会
DOWAエコシステム
株式会社

岡山県

2013 松江市環境フェスティバル の開催に関わるオフセット
35 回津山納涼ごんごまつりIN 吉井川花火大会 の開催に関わ
るオフセット

償却数量
（t）
1
47

岡山県 エコプロダクツ2013 のブース出展に関わるオフセット

13

第 3 回トマト銀行 6 時間リレーマラソン の開催に関わるオフ
セット貢献
広島県 ウエストグリーンネットの例会（研修会・見学会）における参加者
の移動に関わるオフセット
ビジネス交流会における平成
26 年度開催分の電力使用に関わ
広島県
るオフセット

32
3
1

戸田工業株式会社

広島県 地元小学校の１ヶ月分の電力使用に関わるオフセット貢献

6

広島市

広島県

6

マツダ株式会社

広島県

株式会社西京銀行

山口県

周南冬のツリーまつり2013 の電力使用に関わるオフセット貢献

3

株式会社
中特ホールディングス

山口県

13

山口県相撲連盟

山口県

大倉インダストリー
株式会社

岡山県

第 10 回周南 24 時間リレーマラソンinYamaguchi の開催に
関わるオフセット貢献
平成 25 年度の山口県内のアマチュア相撲大会の開催に関わるオ
フセット
販売商品であるLED 照明 1,000 本分の 1 年間の稼働に伴う電
力使用のオフセット
自社商品である除菌・消臭液の製造・輸送工程の軽油使用に関
わるオフセット
浄化槽維持管理業務における作業車両の軽油使用に関わるオフ
セット

株式会社濱田

岡山県 廃棄物収集運搬業務における車両の軽油使用に関わるオフセット

13

株式会社アマノ

広島県 社内交流行事における参加者の移動交通に関わるオフセット

マツダ株式会社

広島県

株式会社かみむら

山口県 廃棄物収集運搬業務における車両の軽油使用に関わるオフセット

17

株式会社西京銀行

山口県 平成 24 年度分の営業用バイクのガソリン使用に関わるオフセット

37

株式会社玉野民生公社 岡山県
株式会社玉野民生公社 岡山県

自己活動

16

概要

2013 ひろしま温暖化ストップ！フェア の開催に関わるオフセット
シーテックジャパン2013 , 第 20 回 ITS 世界会議東京 2013
への出展に関わるオフセット

マツダ会社案内･マツダサステナビリティレポート【ダイジェスト版】
2013」(日本語版･英語版） 20,000 部の印刷･製本に関わるオフセット
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30
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平成 26 年度

種別

オフセット主体
松江市
まつえ環境市民会議

地域
島根県

概要
2014 松江市環境フェスティバル の開催に関わるオフセット

岡山 ESD 推進協議会
ESD の推進に関するユネスコ世界会議 における各種イベント
ESDに関するユネスコ世界
岡山県 の会場・移動交通等のエネルギー使用に関わるオフセット
会議岡山支援実行委員会
公民館･CLC 会議実行委員会

イベント

西大寺ファンタジー
岡山県 西大寺ファンタジー 2015 における電力使用に関わるオフセット
実行委員会
つやま親子エコフェスタ
岡山県 津山市親子エコフェスタ の開催に関わるオフセット
2014 実行委員会
36 回津山納涼ごんごまつりIN 吉井川花火大会 の開催に関わ
津山納涼ごんごまつり
岡山県 るオフセット
実行委員会
岡山県 第 4 回トマト銀行 6 時間リレーマラソン の開催に関わるオフ
株式会社トマト銀行
セット貢献
海田町公衆衛生
エーコと瀬野川環境フェア における来場者 1,000 人分の日常
広島県 生活 1 日分のオフセット
推進協議会
呉市
広島県 くれエコフェスタ2014 の開催に関わるオフセット
くれ環境市民の会
株式会社西京銀行

山口県

株式会社
中特ホールディングス

第 11 回周南 24 時間リレーマラソンinYamaguchi の開催に
山口県 関わるオフセット貢献
広島県･ シーテックジャパン2014 , マツダ人とくるまのテクノロジー ,
千葉県･ マツダ ZoomZoomフォーラム , エコ・イノベーションメッセ
愛知県･ 2014 のブース出展に関わるオフセット
神奈川県

マツダ株式会社
株式会社
津山朝日新聞社

株式会社佐野食品

平成 26 年 12 月 2 日の夕刊紙 20,800 部の印刷・折込の電力使
岡山県 用に関わるオフセット
平成 26 年度発行の預金通帳の印刷・製本工程の電力使用に関
岡山県 わるオフセット
つやま夢みのり対象商品（山の芋焼酎、純米酒つやまさん）購入者の 1
岡山県 人 1 日の日常生活からの CO₂排出量のうち1㎏ -CO₂分をオフセット
岡山県 つやま夢みのり対象商品（巨大発芽米・酵素米等）購入者の 1 人
1 日の日常生活からの CO₂排出量のうち1㎏ -CO₂分をオフセット
つやま夢みのり対象商品（レアチーズ豆乳・ソイポーク）購入者の 1
岡山県 人 1 日の日常生活からの CO₂排出量のうち1㎏ -CO₂分をオフセット

有限会社大文字本舗

岡山県

津山信用金庫
合資会社
多胡本家酒造場
ドリームクリエイト
早瀬農産

商品･サービス 山本製菓有限会社

自己活動

周南冬のツリーまつり2014 の電力使用に関わるオフセット貢献

償却数量
（t）
2

41

2
2
32
54
6
8
3
13

24
1
5
1
2
2

岡山県

有限会社昭和堂

岡山県

株式会社くらや

岡山県

有限会社アンジェ

岡山県

有限会社松月堂

岡山県

有限会社フランセ

岡山県

わかな合資会社

岡山県

株式会社ベネッセ
ホールディングス

岡山県 株主総会の開催に関わるオフセット

マツダ株式会社

マツダ会社案内･マツダサステナビリティレポート【ダイジェスト版】
広島県 2014」(日本語版･英語版 ) 26,000 部の印刷･製本に関わるオフセット

津山ロール購入者の 1 人 1 日の日常生活からの CO₂排出量のう
ち1㎏ -CO₂分をオフセット

25

21
1

17

お問合せ先
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
〒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

都市整備部 都市施設グループ
〒734-8510 広島県広島市南区出汐二丁目 3 番 30 号
TEL 082-256-3352 FAX 082-256-1968
URL http://www.cecnet.co.jp

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

本紙の原材料調達、製造時の電力使用に伴うCO₂排出量は津山市が実施した
排出削減プロジェクト（本紙 p.6 参照）により創出された「J ークレジット」によ
り、カーボン・オフセットします。
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