
Ｊ－クレジット制度の事例紹介
地域貢献とビジネスで一挙両得！賢い活用方法を紹介します！

　Ｊ－クレジット制度を活用して、地域貢献しながら資金循環ができることや、ビジネスにつながることを知っ
ていただき、Ｊ－クレジットをつくる人・使う人ともにメリットを享受できるベストプラクティスを紹介します。

お問い合わせ先に、「Ｊ－クレジットを活用したい」とご相談いただくと、手続きは以下の流れになります。

Ｊ－クレジットをつくる人のメリット

Ｊ－クレジットを使う人のメリット

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
ストの低減や、クリーンエネルギー
の導入を図ることができます。

ランニングコストの低減
事業実施前 事業実施後

設備投資の一部を、クレジットの売
却益によって補い、投資費用の回
収やさらなる省エネ投資に活用で
きます。

クレジット売却益

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、団体としてPRすること
ができます。

地球温暖化対策への取り組みに
対するPR効果

Ｊ－クレジットを使う人の手続きは、簡単です！

お問い合わせ、ご相談等はこちらへ

創出したクレジットが、例えば、地産地
消的に地元に縁の深い企業や地方自
治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。

新たなネットワークの構築

J-クレジット制度に参加することで、
省エネの取組みが具体的な数値とし
て見える化でき、メンバーの取組み意
欲向上や意識改革にもつながります。

組織内の意識改革・社内教育

環境貢献を行う地方自治体・企業としてのＰＲ効果
Ｊ－クレジットの購入を通して、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。

企業評価の向上
温対法※１・省エネ法※2の報告への活用や、各種企業評
価調査等において、Ｊ－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。

製品やサービスの差別化・ブランド化
製品・サービスに係るCO2排出量をカーボン・オフ
セットすることで、差別化・ブランド化に利用すること
ができます。

新たなネットワークの構築
Ｊ－クレジットの購入を通して、Ｊ－クレジットを創出した地
方自治体や企業と新たなネットワークを構築することが
でき、ビジネス機会の獲得につなげることができます。

Ｊ－クレジットの活用を検討
しているイベント等から排
出されるCO2量を、電気、
ガス、石油製品等の使用量
から計算します。

算出したCO2排出量に相
当するＪ－クレジットを北海
道環境財団等から購入し
ていただきます。

対象イベント等で活用
（カーボン・オフセット）し
ます。

■

■

■

■

※カーボン・オフセットとは
　「自ら削減できないCO2」を「他の人が削減・
　吸収したCO2」で埋め合わせることを言います。

※１　温対法：地球温暖化対策の推進に関する法律
※２　省エネ法：エネルギーの使用の合理化等に関する法律
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希望された方には、北海道
環境財団から、活用（カーボ
ン・オフセット）に関しての
証明書の発行ができます。

カーボン・オフセットを実
施したことを、対象イベン
ト等のチラシ等でＰＲするこ
とができます。

④オフセット証明書の発行 ⑤広報・PR

〒060-0004　札幌市中央区北4条西4丁目　伊藤・加藤ビル4階
TEL 011-218-7881　FAX 011-218-7882
E-mail j_credit@heco-spc.or.jp
URL http://www.heco-spc.or.jp

〒060-0808　札幌市北区北8条西2丁目　札幌第一合同庁舎4階
TEL 011-709-2311（内線 2626）　FAX 011-726-7474
E-mail hokkaido-kankyorecycle@meti.go.jp
URL http://www.hkd.meti.go.jp

【本リーフレットに関するお問い合わせ先】

資源エネルギー環境部　環境・リサイクル課

■以下のホームページも合わせてご覧ください。

●北海道発Ｊ－クレジット制度専用サイト　　http://www/hkd.meti.go.jp/hokni/jcredit/index.htm
●Ｊ－クレジット制度　　https://japancredit.go.jp/
このリーフレットは、経済産業省北海道経済産業局の委託により作成しています。
このリーフレットは、震災復興型カーボン・オフセット用紙を使用することにより、東日本大震災復興を応援しています。（2019年1月作成）

リサイクル適性
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。 
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市民がつくったＪ－クレジットの売却代金を
基金に積み立て、環境施策の財源に！

　帯広市では、市民住宅への太陽光発電システムの設置によって削減されたCO2排出量から、Ｊ－クレジットを
創出し、この売却益を「帯広市環境基金」に積み立て、環境施策の財源として市民に還元する循環型の仕組みを
構築しています。
　また、Ｊ－クレジットの一部は、帯広市等が主催するイベントの運営（会場の照明等）から排出されるCO2の
カーボン・オフセットにも活用しています。

帯広市

環境モデル都市である帯広市では、Ｊ－クレジットを活用した市民参加による地産地消型の温暖化対策に取り
組んでいます。「帯広市環境基金」を活用することで、効果的な資金循環の仕組みが構築できたことから、今
後もＪークレジットの活用に積極的に取り組んでいきたいと考えています。（帯広市）

【活用者のコメント】

Ｊ－クレジット創出の流れ Ｊ－クレジット活用の流れ

帯広市環境基金

市民住宅へ太陽光発電システムを
設置したことによるCO2削減効果
を有効に活用するための任意団体

●道の駅の運営か
ら生じるCO₂をカー
ボン・オフセット

●全商品に１品１円
（レストランは１レ
シート１円）のクレ
ジットを付与した
「寄付型オフセット
商品」を販売

おひさまソーラーネット帯広

新エネルギー導入促進補
助金（太陽光発電システム
など）
省エネ啓発チラシ作成 など

環境施策

①太陽光発電システムを
　設置した市民が加入

③Ｊ－クレジット
　の創出

②市がCO2削減量を
　とりまとめ

⑧財源の
　一部に
　充当

⑦売却益を積立

③管理を依頼

活用したクレジットは
CO2 2トン／回

おびひろキッズタウン

日南町の森林

Ｊ－クレジットを活用する
企業・団体等

Ｊ－クレジットを活用する
企業・団体等

Ｊ－クレジットを活用する
企業・団体等

Ｊ－クレジットを活用する
企業・団体等

Ｊ－クレジットを活用する
企業・団体等

⑥代金の支払い⑥代金の支払い

③一部は、カーボン・
　オフセットに活用
③一部は、カーボン・
　オフセットに活用

北海道内で創出されたＪークレジッ
トを集約し、効果的な活用を行う仕
組み（運営：（公財）北海道環境財団）

どさんCO2（こ）ポート

④J－クレジットを
　売却

⑤代金の
　支払い

④カーボン・
　オフセット

②森林保全
　活動に
　活用

①「寄付型オフセット商品」の
　 寄付分を町へ

④Ｊ－クレジット
　を売却

⑤代金の
　支払い

販売コーディネート
契約締結

仲介
銀行が仲介した契約には、
町が契約金額の５％を
支払う。

活用したクレジットは
CO2 約150トン／年

全国初！カーボン・オフセット道の駅！
銀行と連携し、Ｊ－クレジット販売量アップ！

　道の駅「にちなん日野川の郷」は、全国初のCO2排出量ゼロの道の駅です。全商品に１品１円のクレジット（寄付
分）を付けた「寄付型オフセット商品」として販売し、消費者が商品を購入すると、この１円が町の森林保全活動に
つながる仕組みを構築しています。
　また、Ｊ－クレジットの販売量を伸ばすために、鳥取県が「Ｊ－クレジット地域コーディネーター制度」を制定
し、日南町と地方銀行が連携した販売戦略により、販売量を大幅に伸ばしています。

鳥取県日南町

鳥取県日南町は、中国山地の中央に位置し、町の約90％が森林です。環境や生態系に配慮しながら「道の駅」
を媒体とした「コンパクト・ヴィレッジ」の形成を目指しています。町有林等から 創出したＪ－クレジットを活用
し、「道の駅」を中心とした地域活性化と新たなビジネスモデルの創出に取り組んでいます。（鳥取県日南町）

【活用者のコメント】

Ｊ－クレジット創出の流れ Ｊ－クレジット活用の流れ

鳥取県 日南町

【コーディネーター認定企業】

CO2削減分を
「Ｊークレジット」
として登録


