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<国内の法制度への報告> <海外イニシアチブへの報告>

<企業の自主的な取組み>

• Ｊ－クレジットは国内の法制度への報告、海外イニシアチブへの報告、企業の自主的な取
組み等、様々な用途への活用が可能。近年、活用量・需要規模が大きいのは「小売電気
事業者の排出係数の調整」と「CDP及びRE100への報告」。

– 温室効果ガス排出の削減や再エネ電力の調達について、自社の努力だけでは賄うことができない部分をＪ－クレ
ジットを活用してカバーすることが可能。
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１-１．Ｊ－クレジットの活用方法
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• 全認証量696万t-CO2中、これまでに無効化・償却されたクレジットは、392万 t-CO2

• 2016年度以降、無効化の目的は「温対法（係数）」が最多。

2019年9月24日時点の実績

Ｊ－クレジット、国内クレジット、Ｊ－ＶＥＲ全てのクレジットにおける、無効化・償却量を指す。

無効化とは、Ｊ－クレジット登録簿上でＪ－クレジット、Ｊ－ＶＥＲを無効化償却口座に移転し、それ以降移転できない状態にすることを指す。
償却とは、Ｊ－クレジット登録簿上で国内クレジットを無効化償却口座に移転し、それ以降移転できない状態にすることを指す。

＜クレジット種別・目的別 無効化・償却量の推移＞

１-２．Ｊ－クレジットの活用（無効化・償却量）の状況 その１
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• 省エネ設備・再エネ設備の導入による削減系クレジットと、森林経営による吸収系クレジッ
トの無効化・償却率は、それぞれ約58.5%, 約34.4%

• 電力の排出係数調整、自己活動や製品・サービスのオフセットへの利用が多い

万t-CO2

＜クレジット種別 認証量 VS 無効化・償却量＞

2019年9月24日時点の実績

１-３．Ｊ－クレジットの活用（無効化・償却量）の状況 その２

オフセット
の活用を伸
ばしたい！

Point!

無効化率
約34.4％

約58.5％

＜無効化・償却量の内訳（累積）＞
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１-４．カーボン・オフセットとは
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 子どもでも分かる内容の「カーボン・オフセット」に関するパンフレットを作成。
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１-４．カーボン・オフセットとは
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１-５．カーボン・オフセットの３つのステップと仕組み
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■３つのステップ

■オフセットの仕組み
クレジットを使う
（無効化する）こ
とで、CO2削減、

吸収の取組の推
進につながる！
→地球温暖化
防止に貢献

Point!
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２-１．Ｊ－クレジット「創出者」のメリット



Ｊ－クレジット制度

12

２-２．Ｊ－クレジット「活用者」のメリット

ＣＳＲ報告書への記載

クレジットの地産地消 →企業のイメージアップ
→地域経済の活性化

カーボン・オフセットに対する
消費者の認知度・好感度がUPすると、
上記のメリットは、その効果が増大する
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２-３．企業のイメージアップ
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大規模展示会（エコプロ、ENEX等でのＰＲ）
＜情報発信の例＞

•新聞記事

•ニュース

•ＴＶＣＭ・ラジオＣＭ

•パンフレット

•Ｊ－クレジット制度ホームページ

•自社ホームページやTwitterで発信
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２-４．地域経済の活性化
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例：商品を通じた消費者を巻き込むカーボン・オフセットの仕組み
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３-１．カーボン・オフセット事例：道の駅「にちなん」でのオフセット
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消費者も、商品の購入を通して
地元の森林整備支援や
環境貢献ができる。

Point!

 道の駅 にちなん「日野川の郷」から排
出されるCO2を全量オフセットし、CO2
排出量実質ゼロの道の駅を目指す。

 「１品」に「１円」を付加し、地元の森
林整備（※）に役立てる取組。その１円
はレシートでも「カーボンオフセット協
力金」として記載。
（※）オフセットに使用するクレジット創出の取組を支援。

 活用事業者のメリット：「１品１円」の
取組の商品は、売上増につながった。（町
担当者より）

 鳥取県日南町と智頭町は、令和元年度の
「SDGs未来都市」に選定された。

＜概要＞
■道の駅「１品１円」で環境貢献 / 鳥取県日南町
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３-２．カーボン・オフセット事例：ふるさと納税返礼品配送のカーボン・オフセット
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健全な
森林育成
にも貢献

Point!

 浦河町では、1回1万円以上の寄附をした町外在住
の個人の方に、まちの特産品をお礼の品としてお
贈りしている。返礼品配送時に排出するCO2を
1kg-CO2カーボン・オフセット。

 同町の森林から創出したクレジットでオフセット。

＜概要＞

■ふるさと納税返礼品「配送」のカーボン・オフセット / 浦河町（北海道）

配送１件あたり1kg-CO2をオフ

セットするため、ふるさと納税の
増加がCO2削減貢献の
きっかけになる仕組み。

Point!

ふるさと
納税

CO2
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３-３．カーボン・オフセット事例：ふるさと納税返礼品として「カーボン・オフセット」
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 ふるさと納税の返礼品として地元産クレジットを活用し
た「カーボン・オフセット」をメニューに挙げている。
（返礼品として、カーボン・オフセットを実施し
たことを示す「証明書」等を発行している。）

 いずれも地元の森林から創出したクレジットが対象。
※2019年11月時点で確認ができた自治体は以下のとおり。

• 兵庫県養父市
• 鳥取県日南町
• 北海道下川町
• 高知県三原村

＜概要＞

■ふるさと納税返礼品として「カーボン・オフセット」

消費者が、ふるさと納
税を通じて手軽に「カー
ボン・オフセット」を行う

ことができる。

Point!

ふるさと
納税

カーボン
オフセット
証明書

ふるさと納税の利用者
へＪ－クレジットと、そ
の活用で環境に貢献で
きることを周知できる。

Point!
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• キャンペーン期間に販売した商品の「カーボン・オフセット」を実施
– 2018年9月21日～27日販売分のプライベートブランド商品 8アイテム54型番（139トンをオフセット）
– 2019年3月21日～27日販売分のプライベートブランド商品 5アイテム70型番（137トンをオフセット）

• カーボン・オフセットを2009年度から継続しており、累計約740トンをオフセット

カーボンフットプリントの算定（ラクチンきれいシューズの平均値）

丸井グループニュースリリース（2018年9月21日、2019年3月19日）より作成
画像は丸井グループホームページより引用（http://www.0101maruigroup.co.jp/sustainability/theme03/environment_02.html）

• 毎回お客様にアンケートを実施し、クレジット調達先を選定
（2018年9月は約2,000名にアンケートを実施）

• アンケートの実施により、カーボンオフセットの理解度が高まり、
自社の取組への共感も期待できる

カーボンオフセットの案内チラシ

３-４．カーボン・オフセット事例：丸井グループの取組
2019年11月末時点
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３-５．カーボン・オフセット事例：再エネ電力クレジットの活用
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この目的のオフセットをして、
再エネ調達量として報告する
事業者が増加

Point!

■RE100達成のための再エネ電力クレジットのオフセット
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３-６．カーボン・オフセット事例：算定からカーボンオフセットまでの支援システム
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 交通と観光の業種を対象に
カーボン・オフセットの実施
を支援する仕組み。

 「交通・観光カーボンオフ
セット支援システムを使うと
簡単に取り組めます」とＰＲ
し、カーボン・オフセットを
推進。

＜取組手順＞財団HPより抜粋

① エコモ財団に支援システムの利用申請
② 年間利用料を支払後、支援システムの

利用開始
③ WEB上でオフセット枠（排出権）の購

入
④ 利用客にカーボン・オフセット付き商

品・サービスを提供
⑤ WEB上でオフセット報告
⑥ 利用客にカーボン・オフセット証明書

の発行 2016年から継続的に実施
 合計 約 680トンの利用実績を有する

出典：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団ホームページより
（http://www.ecomo.or.jp/environment/carbon_offset/carbonoffset_system.html）



Ｊ－クレジット制度

３-７．カーボン・オフセット事例：ビアガーデンのカーボン・オフセット
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 さっぽろ大通りビアガーデン（6丁目会場）
開催に伴い排出されるCO2をオフセット。

 さっぽろ大通りビアガーデンでのカーボ
ン・オフセットは、アサヒビール株式会社
のみが実施。

カーボンオフセット実施をチケッ
トに記載して周知。

アサヒスーパードライ ビア
パークで排出されるCO2は
北海道内で創出されたＪ－
クレジットでオフセットし、環
境保全に貢献しています
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出典：札幌国際ビル貸会議室（http://www.itogumi.jp/kokusai_hall/）

３-８．カーボン・オフセット事例：本日のセミナーもカーボン・オフセット

23

 貸会議室運営に際して排出さ
れるCO2を、通年でカーボ
ン・オフセット。

 運営会社がオフセットしてい
るため、会議室利用者は借り
るだけで環境に優しい会議を
開催することができる。

 「環境に優しい会議室」とし
てホームページでＰＲ。

■通年型カーボンオフセット貸会議室 / 株式会社伊藤組

Ｊ-クレジット
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３-９．カーボン・オフセットを行うには…

クレジット

売り手
（クレジット創出者）

中小企業
自治体
社会福祉法人 等

温対法、省エネ法

ASSET、CSR、
低炭素社会実行計画

等

クレジット
（大口化等）

資 金

北電総合設計㈱

資 金

経済産業省北海道経済産業局
Ｊ-クレジット制度の推進
（カーボン・クレジット）

委託

クレジット

クレジット

資 金

資 金

北海道発のクレジット推進機能

・地域活性化関連事業などへの提供
・売り手、買い手のＰＲ（見える化）
・地域での需要の創出・活用 等

＜取扱クレジット一例＞
★鶴雅リゾート㈱
★㈱協和温泉
★ジャスマックプラザ㈱
★オシキリ食品㈱
★（社福）十勝立正福祉事業会（芽室町）
★占冠村
★大樹町
★帯広市
★美深町
★芦別市
★羽幌町・・・・・・・・・等々

公益財団法人北海道環境財団

・案件発掘
・利用設備の現状調査
・事業計画策定支援 等

クレジット提供・活用、
ポート運営 等

クレジット

地産地消型
クレジット活用

クレジット

地域活性化関連事業

・観光関連イベント
・産業関連イベント
・再エネ設備等導入支援
・企業活動 等

東日本大震災復興支援型クレジット活用スキーム

社会貢献

どさんCO2 (こ)・ポート

※公益財団法人北海道環境財団作成の資料を参照

北海道でカーボン・オフセットを行うには…
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３-10．カーボン・オフセットを行うには…

公益財団法人北海道環境財団
北海道地球温暖化防止活動推進センター

北海道環境サポートセンター

担当：谷村公伸

電話 ０１１－２１８－７８８１
E-mail: tanimura@heco-spc.or.jp

財団ＨＰ http://www.heco-spc.or.jp

J-クレジット制度専用サイト http://www.hkd.meti.go.jp/hokni/jcredit/index.htm

北海道におけるカーボン・オフセットの相談先

mailto:tanimura@heco-spc.or.jp
http://www.heco-spc.or.jp/
http://www.hkd.meti.go.jp/hokni/jcredit/index.htm
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３-11．Ｊ－クレジット活用事例のご紹介

他の事例は
こちらから
検索！

Point!
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• 創出事例15件含め、活用事例を約1,300件
掲載

（URL：https://japancredit.go.jp/case_search/）

• 活用方法、取組方法、マーク有無、事業者名
で検索が可能

• 取組を申請することで掲載されます。

３-12．Ｊ－クレジット活用事例のご紹介
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＜こういった方に効果的＞
 業種を問わず、個人でも、会議を行

う方どなたでも。
 排出量の算定方法を知らない方でも、

ツールを使えば簡易に算定可能な点
がメリット。

 地元で創出したクレジットの使い道に
悩んでいる方。

 消費者を巻き込んだ「地産地消」ス
キームは、ストーリーが伝わりやすく、
環境貢献している企業としてイメージ
UPを狙える。

４-１．今年度、Ｊ－クレジットの活用スキームを構築中

＜事業者の声（一部抜粋）＞
◆メリット：カーボン・オフセットに取組むと、環境に配慮した事業者として外部から評価を得られること。
◆課題：環境貢献したいが、方法が分からない。Ｊ－クレジットの活用方法が分からない。
⇒具体的な活用スキームを構築し、環境貢献したい事業者へ向けてＪクレ制度HPで紹介予定。

＜活用スキーム例＞
■CO2実質ゼロ会議モデル
• 会議開催にあたり排出するCO2を簡易算定できるツールを作成。
• 参加人数、会議室の面積と使用時間の情報があれば、ツールを使って

排出量を簡易に算定可能。
• 企業から個人まで、手軽に取組めるスキーム。

■地産地消・消費者参加型の地元貢献オフセットモデル
• 地元経済の活性化につながるようなビジネスとの結びつき、継続性のある

スキーム。
• スポーツの[チケット代]+[カーボン・オフセット代]を観客が支払い、観客も

オフセットに参加できるスキーム。

令和元年度Ｊ－クレジット活用促進支援委託業務
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４-２．CO2実質ゼロ会議 算定ツールを公開
令和元年度Ｊ－クレジット活用促進支援委託業務

↑
HPへのアクセスはこちらから。 簡単な入力でCO2排出量が算定できるツールを公開しています。

ぜひご活用ください。
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Ｊ－クレジット制度事務局

（みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第2部）

TEL： 03-5281-7588
E-mail： help@jcre.jp

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