
北海道のカーボン・オフセット事例紹介

公益財団法人北海道環境財団
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Ｊ－クレジットの提供・活用を推進する仕組み

2



創設目的：北海道内の中小企業や自治体等の温暖化対策を
後押しするため、Ｊ－クレジットの創出や流通促進を図り、カー
ボン・クレジットを通じた低炭素社会と社会貢献活動の実現。

どさんＣO２（こ）・ポートの意義・役割

北海道内のＪ－クレジットを活用した
地域活性化に貢献する機能

マッチング機能を
一本化・専門化

大口需要先への
対応

北海道内におけ
るクレジット活用
需要の創出

他地域との差別
化と提携

中小企業等（売り
手側）の広報機能
の充実

上記を推進可能とするインフラ機能

課題・ニーズ
①買い手先とのマッチング
②中小企業等の取り組みのＰＲ（見える化）
③北海道内クレジット案件の集約化を図るとともに需要の拡大

どさんCO2（こ）・
ポートの設立・運営
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どさんＣO2（こ）・ポートの仕組み

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

低炭素社会実行計画
温対法、省エネ法
ASSET 、CSR 等

クレジット
（大口化等）

資 金

北電総合設計㈱
（ソフト支援事業）

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＞
★帯広市
★美深町
★芦別市
★占冠村
★大樹町
★旭川市
★羽幌町
★鶴雅リゾート㈱
★オシキリ食品㈱
★（社福）十勝立正福祉事業会
★㈱協和温泉・・・・・・・・・等々

公益財団法人北海道環境財団
（どさんＣO2 （こ）・ポート運営）

・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

※北海道内で創出されたＪ－クレジット等を集約し、
提供・活用を推進する仕組み。

クレジット

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

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
・スポーツ大会 等

日本経済団体連合会
・会員企業
・関連団体
地域関係企業

-CO2

（単位:t-CO2）

運用C総数量 提供C総数量 運用C残高

52,481 45,725 6,756 



東日本大震災復興支援型クレジット活用スキーム

各地のクレジット創出者等（複数）

購入資金

クレジット

北海道内外の
活用企業等

被災地

岩手県
宮城県
福島県

■復興支援スキーム
★クレジットの創出・活用により、北海道経済・温暖化対策と社会（被災地復興支援）に貢献
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※東日本大震災復興を応援！
東日本大震災 被災孤児・遺児の
未来を、夢を応援しています！

【北海道内における連携】

経
済
産
業
省

北海道
経済産業局

北海道
環境財団

運
営
・管
理

北海道環境財団
（どさんこ・ポート）

北電
総合設計

寄
付
金

東日本大震災復興支援型
クレジット活用スキーム

趣旨に賛同する創出先及び活用先の協力・協働により、クレジット活用先から
提供のあった購入資金の一部については、どさんCO2（こ）・ポートを経由して
東日本大震災復興支援（寄付）を行っています。

クレジット売却代金－寄付金



※東日本大震災復興を応援！（東日本大震災による被災孤児・遺児等を支援）
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寄付を受けた児童・生徒や保護者の方々から、寄附をくださった方へ寄せられたメッセージ（抜粋）

ぼくは、ぱぱがしんでかなしいけど、たくさんのひとからきふをしてくださってありがとうご
ざいます。
ぼくは、えいごをがんばっているけど、まちがえたりするけど、ぼくはでもがんばりたいです。
ぱぱがしんでかなしかったです。
【小学１年生】

しんさいでパパをなくしました。いなくなってからすごくたいへんです。
そんなときにみなさんがきふしていただいて、とてもありがたいです。きふしていただいたみ
なさま、ありがとうございました。
学校では部かつをがんばっています。ならっているじゅくをがんばって、あたまがよくなりた
いです。
きふしていただいて本当にありがとうございました。
【小学４年生】

皆様からのご支援、本当にありがとうございます。
震災直後は大変でしたが、この４月から中学へ進学し勉強を頑張っています。また、卓球部
に入部し、練習も頑張っています。
将来のことはまだ考えられませんが、亡くなった父の分も一生懸命生きたいと思います。
【中学１年生】
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寄付を受けた児童・生徒や保護者の方々から、寄附をくださった方へ寄せられたメッセージ（抜粋）

このたびはご支援いただいた方、本当にありがとうございます。
私は母親を亡くしました。大変なこともたくさんありましたが、多くの人に支えられ、なに不
自由なくすごすことができました。
一時は夢を叶えるために大学に行くことを断念しようとも思いました。
多くの人の支援のおかげで大学に行くことができることになりました。寄付して下さったたく
さんの方のおかげです。ありがとうございます。感謝しています。恩返しできるように頑張っ
ていきます。
【高校３年生】

この度は、私のために支援してくださってありがとうございました。
私は、あの震災当時、本当にどうしていいのか分かりませんでした。とても頼りにしていた親
を亡くし、流されて自分は助かったのに、この先どうしていいのかわからないという気持ちで
押し潰されそうでした。でも今は、皆さんに支援されて少し勇気と自信がもらえました。
この支援されたということを忘れずに、寄附されたお金を大切に使わせていただきたいと思い
ます。支援をしてくださって本当にありがとうございました。
【高校２年生】

震災以前は父、母と３人で暮らしており、震災で父を亡くしてからは、これからどうすればよ
いのか分からず、途方にくれていました。経済的な心配ももちろんありました。当時高校１年
生だった私は、卒業後に就職しようかと一度は考えました。ですが寄附金のおかげでそのよう
な心配もいらなくなりました。今では安心して大学進学を目指して勉学に励んでいます。
将来の夢は高校の教員になることです。学ぶ事の楽しさを子どもたちに教えたいのです。
【高校３年生】
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寄付を受けた児童・生徒や保護者の方々から、寄附をくださった方へ寄せられたメッセージ（抜粋）

自分は今この奨学金のおかげでとても楽しい大学生活を送れているので寄附してくださってる
方々にはとても感謝しています。
こういったご支援がなければ私は大学へは行けなかったので、こうして大学に通っていること
がどんなに幸せかを胸に刻みながら将来の夢である公認会計士に向け日々勉強していきたい
と思います。
【大学１年生】

支援していただいている皆様ありがとうございます。
震災時4カ月だった孫も小学3年生になり元気に通学しております。
地域は堤防、道路などの復旧工事が続いており、まだまだ震災の復興途上であります。
孫は友達を作り楽しく元気に登校しており、元気な姿を見るにつけ、ここまで過ごせたのは支
援していただいた皆様のおかげだと感謝しています。
本当にありがとうございます。
【小学３年生の祖母】

皆様からあたたかいご寄付をいただき心から感謝しております。
主人がなくなってから、正直私の収入だけでは大変になってきていました。
でも、皆様からのご支援のおかげで普通の家庭の子供と同じように、文房具や靴、服や本など
を買うことができ、娘は明るくのびのびと生活できています。
小学生の娘は、将来、医療関係の仕事をしたいと言っています。それは、困っている人を助け
る仕事だからだそうです。娘がこのような夢をもつようになったのも皆様からのご支援のありが
たみを感じ、「たすけ合い」の気持ちがめばえたからだと思っております。
【小学5年生の保護者より】



地球温暖化防止対策、地域活性化、社会・
地域貢献策の手法として、

Ｊ－クレジットを活用したカーボン・オフセット
があります。

カーボン・オフセットとは？
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つまり、
地球全体で見ると負荷をかけていない取組です。

+100t-CO2 -100t-CO2

±0

２．「カーボン・オフセット」の考え方
カーボン・オフセットとは、
活動で排出する分を、
カーボン・クレジット（排出権）
で「埋め合わせ」にすることです。



カーボン・オフセットで期待される効果

✓ 環境対策実施による事業、製品・サービス等の価値向上（未対策者との差）。
✓ 実施者（製造・販売者等）の環境対策姿勢のＰＲとイメージアップ。
✓ カーボン・オフセットシールを活用したCO2削減価値による環境対策の実施。
✓ クレジット活用により地域活性化と社会・経済に貢献。

○カーボン・オフセットで期待される効果
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カーボン・オフセットは、製品や事業活動等を
もっと良いものにするための調味料！

メインディッシュではないが、料理を引き立て
る食材。

ハンバーグステーキを美味しく食べるための
ポテトのようなもの？

なくても怒られないけど、あったら嬉しいね！
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事業者のＪ－クレジット活用事例
（事業活動・SDGs・ＣＳＲ）



地域活性化のためのJ-クレジット活用

★J-クレジットの活用
・地域活性化関連施設：道の駅 等
・ふるさと納税・返礼品 等
・地域活性化関連事業：産業・観光関連イベント

・ SDGs・CSR
・地域貢献
・温対法、省エネ法 等

-CO2

消費者

温暖化防止対策、
地域活性化関連事業

バイオマス設備稼働費 等

産業・観光関連イベント

資金を活用して、
温暖化防止対策、
地域活性化事業

を実施

【どさんＣＯ2(こ)ポート】
（北海道発のクレジット推進機能）

・ クレジットのマッチング
・売り手、買い手のＰＲ（見える化）
・地域での需要創出・活用 等

J-クレジット創出者

J-クレジット活用
支援

クレジット クレジット

地域活性化寄与資金 クレジット代金

広報、チラシ、
パンフレット等で周知

参加・利用

クレジット活用者の取り組
みを理解、応援、利用

クレジット創出者の取り
組みを理解、応援

周知・啓発

利用・購入

・地球温暖化防止活動
・地域での消費活動

行動・アクション

J-クレジット活用者
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カーボン・オフセット
植樹

和寒町 交流促進

和寒町フェア開催

東日本大震災 被災孤児・遺児の未来を・夢を応援

社会貢献 寄付



かぼちゃ作付け日本一のまち、“和寒町”が始めた地球に優しい取り組みを応援
～Ｊ-クレジット活用による地域貢献～
和寒町への地域貢献のために、㈱鈴木商会が事業用車両（石狩車両：11tヒアブ）使用時に排
出されるCO2を、和寒町のJ-クレジットでカーボン・オフセット

北海道産J-クレジットを活用したカーボン・オフセット

和寒町役場

クレジッ
ト

寄付金

被災地：岩手県、宮城県、福島県

クレジット 資金

【どさんＣＯ2(こ)ポート】
（北海道発のクレジット推進機能）

・ 小口クレジット案件を大口化しマッチング
・売り手、買い手のＰＲ（見える化）
・地域での需要創出・活用 等

復興支援スキームを活用した寄付により、
東日本大震災被災地復興を応援！

資金

福祉センター 図書館
11tヒアブ 15



Ｊ‐クレジット購入証明書贈呈式

事業用車両（石狩車両：11tヒアブ）使

用時に排出されるCO2をオフセット

・ 日時 2020年7月31日(金)

・ 場所 和寒町役場

購入第１号は㈱鈴木商会



～Ｊ-クレジット活用による地域貢献～
和寒町への地域貢献のために、町内事業者の和光クリーン㈱が事業用車両使用時に排出さ
れるCO2を、和寒町産のJ-クレジットでカーボン・オフセット

北海道産J-クレジットを活用したカーボン・オフセット

和寒町役場

クレジット

クレジット 資金

【どさんＣＯ2(こ)ポート】
（北海道発のクレジット推進機能）

・ 小口クレジット案件を大口化しマッチング
・売り手、買い手のＰＲ（見える化）
・地域での需要創出・活用 等

資金

福祉センター 図書館
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18新聞掲載一覧

2020年7月29日 産業新聞 鈴木商会 排出権購入 和寒町第１号に認定 ㈱鈴木商会・和寒町

2020年7月29日 北海道建設新聞 和寒町 鈴木商会を認定 初のJ-クレジット購入 ㈱鈴木商会・和寒町

2020年8月2日 道北日報 鈴木商会がJ-クレジット活用第１号に ㈱鈴木商会・和寒町

2020年8月3日 鉄鋼新聞 和寒町のJ-クレジット 鈴木商会が第１号購入者に ㈱鈴木商会・和寒町

2020年8月4日 北都新聞 和寒町がJ-クレジット購入で鈴木商会に証明書贈呈 ㈱鈴木商会・和寒町

2020年8月7日 日刊市況通信 鈴木商会が和寒町のJ-クレジット購入第１号者に認定 ㈱鈴木商会・和寒町

2020年8月19日 北海道新聞 和寒町 札幌の企業にCO2排出権初販売 ㈱鈴木商会・和寒町

2020年12月8日 北都新聞 和光クリーンがJ-クレジット購入 和寒町が購入証明書贈呈 和光クリーン㈱・和寒町

2020年12月8日 道北日報 町内業者初J-クレジット購入 和光クリーン㈱・和寒町

日付 メディア名 タイトル 掲載対象事業者

広報わっさむ9月号

広報わっさむ1月号



地域活性化のためのJ-クレジット活用

消費者

地域活性化関連事業
地球温暖化防止対策
雇用確保 等

バイオマス設備稼働費 等

施設_道の駅 等
資金を活用して、
地域活性化関連

事業、温暖化防止
対策等を実施

【どさんＣＯ2(こ)ポート】
（北海道発のクレジット推進機能）

・Ｊ－クレジット売却代金を活用した
地域活性化資金の還元

・カーボン・オフセットシールを活用し
た地域活性化商品の創出

クレジット 印刷

地域活性化寄与資金 クレジット代金

チラシ・ポスター、
パンフレット等で周知

利用

クレジット活用者の取り
組みを理解、応援・購入

クレジット創出者の取り
組みを理解、応援

利用・受領

・地球温暖化防止活動
・地域での消費活動

行動・アクション

発送・周知・
普及

広報等を震災復興型カー
ボンオフセット用紙で印刷

【印刷会社】

震災復興型カーボンオフセット用紙
東北応援コピー用紙

クレジット活用者
・経団連会員
・団体・中小企業
・自治体関連 等

クレジット
クレジット

代金

クレジット創出者
・中小企業
・社会福祉法人
・自治体 等

各地域でのクレジット
創出支援 各地域でのクレジット

活用支援

産業・観光関連イベント

観光協会 等

クレジット

東日本大震災 被災孤児・遺児の未来を・夢を応援

社会貢献

寄付



【どさんＣＯ2(こ)ポート】
（北海道発のクレジット推進機能）

・地域活性化関連事業推進
・売り手、買い手のＰＲ（見える化）
・地域での需要創出・活用 等

購入した
クレジット

クレジット

資金

［震災復興型
カーボンオフ
セット用紙］

【印刷会社】

［広報しむかっぷ］ ［広報あしべつ］

【ユーザー】

・震災復興型カーボンオフセット用紙、・東北応援コピー用紙

寄付金

被災地:岩手県、宮城県、福島県

［震災復興型カーボンオフセット用紙］

・企業、・自治体、
・施設、・団体
・文房具店、・書店

などに提供

【コピー用紙】
【コピー機使用者】

［チラシ、資料、書類などの
作成・印刷にコピー用紙を使用］

クレジット

資金

クレジット創出者

クレジット代金

購入した
クレジット

［東北応援コピー用紙］

地域活性化関連事業

資金
寄付金

人材育成・社会貢献

［鶴雅総合カタログ］



上原ファームグループの上原ファーム砂川農場にて排出されるCO2をカーボン・オフセットカー
ボン・オフセットするとともに、Ｊ-クレジットの活用を通じて東日本大震災 被災孤児・遺児の未
来を、夢を、応援。

北海道環境財団
（どさんこポート）

ク
レ
ジ
ッ
ト

資金

寄付金

東日本大震災被災地復興を支援
岩手県、宮城県、福島県クレジット

資金

21

北海道産J-クレジットを活用したカーボン・オフセット

芦別市「スターライトホテル」他



(公財)札幌国際プラザが、6 FEET AHEAD MICEのかたちの新たな価値観開催時に排出されるCO2をカー
ボン・オフセットするとともに、Ｊ-クレジットの活用を通じて東日本大震災 被災孤児・遺児の未来を、夢を、
応援。

クレジット

寄付金

被災地:岩手県、宮城県、福島県

クレジット 資金

【どさんＣＯ2(こ)ポート】
（北海道発のクレジット推進機能）

・ 小口クレジット案件を大口化しマッチング
・売り手、買い手のＰＲ（見える化）
・地域での需要創出・活用 等

復興支援スキームを活用した寄付により、
東日本大震災 被災孤児・遺児の未来を、夢を応援！

資金

定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌

北海道産J-クレジットを活用したカーボン・オフセット



宇宙のまち“大樹町”が始めた地球に優しい取り組み
～まちと企業がタッグを組んでＪ-クレジットによる地域貢献～
大樹町への地域貢献等のために、雪印メグミルク㈱ 大樹工場で排出するCO2をオフセット

北海道産J-クレジットを活用したカーボン・オフセット

大樹町「晩成温泉」

クレジット

寄付金

被災地:岩手県、宮城県、福島県

クレジット 資金

【どさんＣＯ2(こ)ポート】
（北海道発のクレジット推進機能）

・ 小口クレジット案件を大口化しマッチング
・売り手、買い手のＰＲ（見える化）
・地域での需要創出・活用 等

復興支援スキームを活用した寄付により、
東日本大震災被災地復興を応援！

資金

23



札幌本社 東京本社 工場

北海道内で創出されたカーボン・クレジット
を活用してオフセット

環境学習ノート

自己活動 製品

24

㈱プリプレス・センターの事業活動、商品の輸送、社員の家庭等で排出されるCO2を、
北海道内で創出されたＪ-クレジットを活用してオフセット

北海道産J-クレジットを活用したカーボン・オフセット



㈱伊藤組が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。
※全国初の試みとして、2011年度から「通年型カーボンオフセット貸会議室」を提供

国際ホール Ａ会議室

Ｂ会議室
Ｃ会議室

25

北海道産J-クレジットを活用したカーボン・オフセット



さっぽろ大通りビアガーデン（6丁目会場）開催にともない排出される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㈱のみが実施

オフセット証明書

カーボンオフセット実施をチケットに記載して周知

北海道産J-クレジットを活用したカーボン・オフセット



㈱悠愛介護福祉サービスの介護タクシー車輛使用において排出されるCO2を、空知
地域で創出されたＪ－クレジットを活用してオフセット

芦別市「スターライトホテル」

クレジット

寄付金

被災地:岩手県、宮城県、福島県

クレジット 資金

【どさんＣＯ2(こ)ポート】
（北海道発のクレジット推進機能）

・ 小口クレジット案件を大口化しマッチング
・売り手、買い手のＰＲ（見える化）
・地域での需要創出・活用 等

復興支援スキームを活用した寄付により、
東日本大震災被災地復興を応援！

資金

27

北海道産J-クレジットを活用したカーボン・オフセット



旭川地区オールトヨタモーターショー THE FUNのカーボン・オフセット。
実施主体：トヨタ旭川地区6社会
内容：オールトヨタモーターショー THE FUN実施により排出されるCO2をオフセット

旭川市民が創出したＪ－クレジットを活用したカーボン・オフセット

28

クレジット

あさひかわ太陽倶楽部
（管理・運営＝旭川市）

各家庭でのCO2削減



北伸建設工業㈱ が、砂川市「宮川中央団地公園環境整備工事」における工事作業者の通勤
車両と作業現場の建設機械より排出されるCO2をオフセット。
温暖化対策と社会貢献（東日本大震災被災地復興支援）を両立

北海道環境財団
（どさんこポート）

ク
レ
ジ
ッ
ト

資金

寄付金

東日本大震災被災地復興を支援
岩手県、宮城県、福島県クレジット

資金

定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌
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北海道産J-クレジットを活用したカーボン・オフセット



実行委員会・自治体・団体等のＪ－クレジット活用事例

30



「オンラインえべつ環境広場2020」広報物の印刷時に排出されるCO2を、占冠村 湯の沢温泉
で創出されたＪ－クレジット（排出権）を活用してカーボン・オフセットするとともに、クレジットの活用を通じて
東日本大震災 被災孤児・遺児の未来を、夢を、応援。

オンライン「えべつ環境広場」の温暖化対策と社会貢献

クレジット

寄付金

被災地:岩手県、宮城県、福島県

クレジット 資金

【どさんＣＯ2(こ)ポート】
（北海道発のクレジット推進機能）

・ 小口クレジット案件を大口化しマッチング
・売り手、買い手のＰＲ（見える化）
・地域での需要創出・活用 等

復興支援スキームを活用した寄付により、
東日本大震災 被災孤児・遺児の未来を、夢を応援！

資金

占冠村湯の沢温泉



まるせっぷ観光まつり開催により排出されるCO2を、交流促進施設「やまびこ」で創出されたＪ－クレジット（
排出権）を活用してカーボン・オフセットするとともに、クレジットの活用を通じて東日本大震災 被災孤児・
遺児の未来を、夢を、応援。

クレジット

寄付金

被災地:岩手県、宮城県、福島県

クレジット 資金

【どさんＣＯ2(こ)ポート】
（北海道発のクレジット推進機能）

・ 小口クレジット案件を大口化しマッチング
・売り手、買い手のＰＲ（見える化）
・地域での需要創出・活用 等

復興支援スキームを活用した寄付により、
東日本大震災 被災孤児・遺児の未来を、夢を応援！

資金

施設外観 木質チップボイラー

北海道産J-クレジットを活用したカーボン・オフセット



美深町「びふかウインターフェスタ」開催にともない排出されるCO2をオフセット。
（環境対策、イベント価値向上、啓発、ＰＲ効果）

美深町で実施されるイベント等のカーボン・オフセット

※チラシ・ポスター、広報などに記載して周知・ＰＲ（テキストイメージ）
びふかウインターフェスタ開催に際して排出されるCO2は、美深温泉で削減されたCO2（Ｊ－クレジット）を活用してオフセット

しているとともに、Ｊ－クレジット（排出権）の活用を通じて、東日本大震災 被災孤児・遺児の未来を応援しています。

クレジット

寄付金

被災地:岩手県、宮城県、福島県

クレジット 資金

【どさんＣＯ2(こ)ポート】
（北海道発のクレジット推進機能）

・ 小口クレジット案件を大口化しマッチング
・売り手、買い手のＰＲ（見える化）
・地域での需要創出・活用 等

復興支援スキームを活用した寄付により、
東日本大震災被災地復興を応援！

資金

美深町「びふか温泉」



Ｊ－クレジットを活用したカーボン・オフセットシール

34



北海道発のクレジット推進機能

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

公益財団法人北海道環境財団
（どさんＣO2 （こ）・ポート運営）

地域活性化関連施設
・道の駅 等

東日本大震災 被災孤児・遺児の未来を・夢を応援

地域活性化関連事業
・産業関連イベント
・観光関連イベント 等

-CO2

-CO2

-CO2

＋
寄付

消費者

オフセットシールに変換

商品にシールを
添付して販売・周知

商品にシールを
添付して販売・周知

資 金

ふるさと納税
・返礼品 等

オフセットシール

消費者

社会貢献

趣旨に賛同する創出先及び活用先の協力・協働により、クレジット活用先から提供のあった
購入資金の一部については、どさんCO2（こ）・ポートを経由して東日本大震災復興支援
（寄付）を行っている。

35

カーボン・オフセットシールを活用して付加価値のついた地域活性化商品等の創出と周知・啓発

クレジット創出者

バイオマス

ﾎﾞｲﾗｰ

太陽光発電

地中熱ヒートポンプ

クレジット

クレジット

クレジット

地域活性化寄与資金

資金を活用して、
温暖化防止対策、
地域活性化事業

を実施



☆Ｊ－クレジット制度とは、省エネ再エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとし
て認証する制度であり、経済産業省・環境省・農林水産省が運営しています。

☆カーボン・オフセットとは、活動で排出する分を、Ｊ－クレジット等（排出権）で「埋め合わせ」にすることです。つまり、地球
全体で見ると負荷をかけていない取組です。

カーボン・オフセットシール付き商品 提供中

経済産業省、環境省等が推進している
Ｊ－クレジット制度の仕組みを活用した
「カーボン・オフセット付きシール」を商品に添付
し提供しています。
この商品を購入することで、1kgのCO2削減
に貢献します。

子供たちの未来のために、
みんなで地球温暖化防止！



美深町出店ブース等で、町内産商品・特産物にカーボン・オフセットシールを添付して販売
（温暖化対策、商品価値向上、啓発、ＰＲ効果）

カーボン・オフセットシール付き商品_美深町産商品・特産物

北星信用金庫円山支店にて「道の駅びふか地域特産品販売会」美深町旭川食べマルシェ出店ブース

カーボン・オフセットシール添付商品 稚内市の相沢食料百貨店「あいざわ大創業祭」



芦別市 道の駅スタープラザ芦別で、町内産商品・特産物等にカーボン・オフセットシールを添付して販売
（温暖化対策、商品価値向上、啓発、ＰＲ効果）

カーボン・オフセットシール付き商品_芦別市 道の駅スタープラザ芦別
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中道ファーム：お米

カーボン・オフセットシール付き商品・ふるさと納税返礼品（抜粋）

占冠村 メープル

森町 道の駅つどーる
プラザさわら

占冠村 熊ちゃんメロン

占冠村 しむかっぴー詰合占冠村 山菜詰合せ

オフセット付き竹とんぼ

中道ファーム：米粉 協和温泉：Tシャツ



主なコンテンツ
 トップページ

– 対象者別入り口

（制度について、お問合わせ・ご相談、Ｑ＆Ａ、どさんこポート、クレジット創出・活用事例、
CO2排出量計算）

– ＮＥＷＳ（クレジットに関する各種情報）

– 関係機関等へのリンク

 制度について

– Ｊ－クレジット制度の概要 等

 お問合わせ・ご相談

– お問合せ・相談対応先

 Ｊ－クレジット制度Ｑ＆Ａ

 クレジット創出事例

 クレジット活用事例

 CO2簡易排出量計算

北海道発 Ｊ－クレジット制度 専用サイト（ＨＰ）について

（https://www.hkd.meti.go.jp/hokni/jcredit/index.htm） 40
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