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平成27年度 ソフト支援事業の概要 

１）プロジェクト計画の作成支援 目標22件（昨年度20件、認証委員会登録ベースでは8件） 

 業界向けを中心にDM送付、勉強会実施 

２）モニタリング報告書の作成支援 目標4件（昨年度は目標数なし） 

３）クレジット活用先の開拓 目標22件 目標CO2t 2,400t（昨年度は契約済みで20件、2,262t） 

 企業と大学が連携した新たなオフセット商品の開発 

４）地域ネットワークの維持・拡大 

 中部ネットワーク会議（名古屋7/6、富山7/9） 

 バーチャルネットワーク 「中部産CO2クレジットプラットフォーム」の活用 

５）国内クレジット制度からの移行手続支援 

６）制度利用促進事業 

 制度説明会（金沢市7/10、名古屋市7/15） 

 中部経済産業局Ｊ―クレジット制度ホームページ掲載用コンテンツの作成 

 展示会等への出展 

 メッセナゴヤ 会期：11/4～11/7 

 北陸しんきんビジネスフェア 会期：10/22 

 建築総合展 会期：10/1～10/3 

 クレジット創出勉強会等の実施（事業者、設備販売業、業団体等向け） 

 

   注目を集めるような活用事例を創出していく 

   情報発信力を高める 

   営業・普及活動の一環として 
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プロジェクト計画からクレジット発行まで ソフト支援対象は赤枠 

中部にて２２件 

ソフト支援対象 

中部にて４件 
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ソフト支援 利用の条件等 

 

 

 

① 企業の場合、中小企業基本法にもとづく中小企業であること 

② プロジェクトの年間CO2削減量が30トン以上であること 

③ プロジェクト計画の作成：１事業者、１方法論につき１度 

④ モニタリング報告書の作成：１事業につき2年間で１度 

    (※昨年までは8年間で１度しかできませんでした！）  

中小企業庁HPより 
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杉の木 （人工林 ４０年生） 

約113本が吸収する 

CO2量に相当 

（林野庁 HP人工林データより換算） 

CO2 1トンはどのくらい？ 

25mプールひとつ分の体積に相当 

プールの体積:25m×13m×1.5mとして487.5㎥ 

  CO2 1トンの体積：509㎥ 

（標準状態：0℃・1気圧より換算） 

日本人1人あたりの年間

CO2排出量の約半分 

（家庭部門：年間CO2排出量約

2.3トン/人） 

出典：全国地球温暖化防止活動

推進センター 
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太陽光発電設備(60kW程度）の導入 LEDなど高効率照明設備への更新で50％効率改善 

 現在の系統電力使用量60,000kWh程度を太陽

光で発電し自家消費に代替 

 現在の電気代の支払い額が年間 120万円程

度 （１kWh/20円と仮定） 

 現在の系統電力使用量が120,000kWh程度 

 現在の電気代の支払い額が年間 240万円程度 

※使用頻度や旧設備の効率によりますが、年間CO2

削減量30トンの設備投資額は2,000万円程度 

年間CO2削減量 30トンって？ 

プロジェクト実施前 プロジェクト実施後 

プロジェクト実施前 プロジェクト実施後 
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クレジット創出者 
/所在地 

方法論No. 方法論 予想削減量
CO2トン/年 

 
1 福玉株式会社 

/愛知県 
EN-S-00２ 倉庫における太陽光設備の導入 

（540ｋＷ） 
121 

2 株式会社カケン 
/愛知県 

EN-S-006 公衆浴場における照明設備の更新(ＬＥＤ化)
（1640本） 

82 

3 医療法人同仁会 
/愛知県 

EN-S-006 養護老人ホームにおける照明設備の更新(ＬＥ
Ｄ化)（828本） 

約30 

4 明宝温泉開発株式会社 
/岐阜県 

EN-R-001 温泉施設におけるバイオマス固形燃料(木質
バイオマス)による化石燃料の代替 

262 

5 株式会社東海木材相互市場 
/愛知県 

EN-R-001 木材市場におけるバイオマス固形燃料(木質
バイオマス)による化石燃料の代替 

238 

6 日進市 
/愛知県 

EN-S-006 防犯灯における照明設備の更新(ＬＥＤ化）
（5117基） 

163 

7 ふくみつ華山温泉 
/富山県 

EN-S-001 
 

温泉施設におけるヒートポンプの導入（重油焚
きからの更新） 

約30 

8 立山町 
/富山県 

EN-S-006 防犯灯における照明設備の更新(ＬＥＤ化）
（3453基） 

245 

平成26年度 管内 プロジェクト計画の登録 支援実績 
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CO2クレジット（環境価値）創出事例①  温泉施設のボイラー設備の更新！ 
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CO2クレジット（環境価値）創出事例②  蛍光灯の省エネ化 LEDに更新！ 
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平成26年度 ＣＯ２クレジット（ 2,262ton ）活用先の例 
 クレジット購入者  カーボン・オフセットなどクレジットの活用内容 

1 (株)トラスト 卓上カレンダーをカーボン・オフセット 150 

2 (株)丸和印刷 事務所のエネルギー消費分 72 

3 ㈱都田建設 家1棟のライフサイクル環境負荷をカーボン・オフセット 1,912 

4 Nsnd 海のイベントをカーボン・オフセット 主催者、来場者の移動に伴うCO2排出量の削減 9 

5 山田塗装(株) 循環式エコクリーン工法のカーボン・オフセット（切削材と塗装ガスを分離し、切削材を再利用
する） 

83 

6 コングレ 愛知で開催されるESDユネスコ世界会議をカーボン・オフセット 12 

７ 御嵩町産業祭実行委員会 御嵩町産業祭2013/2014にともなう排出量について御嵩町クレジット使用してカーボン・オフ
セット 

5 

8 コープあいち 環境デーなごやサスティナブルフードマーケットにおける梨やリンゴの販売分 1 

9 名鉄協商㈱ 環境デーなごやでカーシェア申込者を対象とした 1 

10 美濃白川麦飯石 環境デーなごやサスティナブルフードマーケットにおける麦飯石、トマトジュース販売分 1 

11 大台町環境協会 環境デーなごやサスティナブルフードマーケットにおけるゆずジュース、トマトジュースなどの
販売分 

1 

12 ダイドードリンコ 環境デーなごやサスティナブルフードマーケットにおけるジュース販売分 1 

13 奥三河つぐ高原グリーンツーリズム
推進協議会 

環境デーなごやサスティナブルフードマーケットにおけるトマト、天狗なす、すずむし販売分 1 

14 ウェイストボックス 環境デーなごやサスティナブルフードマーケットにおけるドライフルーツの販売分 1 

15 木曽町都市交流協議会 環境デーなごやサスティナブルフードマーケットにおけるとうもろこし販売分 1 

16 三重県温暖化防止活動推進センター みえ環境フェア2014のイベントのカーボン・オフセット、中部産クレジット使用第一号 6 

17 春日井市商工会議所 商工会議所のイベントをカーボン・オフセット 5 
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カーボン・オフセットとは 

自らの努力だけではどうしても減らしきれないCO2等の排出量について、 

資金を提供する（CO2クレジットを購入する）ことで、埋め合わせすること 

  

カーボン・オフセット概念図 

出所）環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 平成26年度 カーボン・オフセットレポート 
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CO2クレジット（環境価値）活用事例①  卓上カレンダーのカーボン・オフセット 
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CO2クレジット（環境価値）活用事例②  国際会議ESDのカーボン・オフセット 
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「中部産CO2クレジット」  ご活用やご購入の問い合わせ 

 

株式会社 ウェイストボックス 環境ソリューション事業部 鈴木、小川 

電話 052-265-5902 

 「中部産CO2クレジット」を創設しました！ 

 

 

 クレジットの地産地消を目指して「中部産CO2クレジット」を創設しました 

中部経済産業局ホームページ内にプラットフォームを設置しました。「中部産CO2クレジット」の月次 

在庫状況を見ることができ、地域で生み出された CO2クレジットを購入しやすい環境が整えられました 

 カーボン・オフセット付エコ商品の開発、省エネ法や自主目標の調整にCO2クレジットを利用することが

できます。 CO2クレジットご購入者は、PR等を目的として、本マークを利用することができます 
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カーボン・オフセットまでのステップ 

①知って（CO2排出量を算定する） 

②減らして（CO2削減努力をする） 

③オフセット（CO２クレジットを購入して埋め合わせる） 

  

カーボン・オフセット ３ステップ 

出所）カーボン・オフセットフォーラム（J-COF)の普及啓発ツール 
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カーボン・オフセット 事例① かばん 
MODECO （SALLYLABEL株式会社 名古屋市） 

床材、消防服、シートベルト、タイヤチューブ、使用済み登山リュック等を使った“アップサイクル”のかばんメーカー 

出所）MODECO HP 

http://modeco-shop.com/SHOP/g124351/list.html
http://modeco-shop.com/SHOP/g124348/list.html
http://modeco-shop.com/SHOP/g142304/list.html
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カーボン・オフセット 事例① 松坂屋栄店 での販売 

チャリティ葉書の例  出所）MODECO葉書 

エコトート松坂屋栄 ３F売り場 
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お客さまが気軽に社会や地球環境に貢献に参画でき「いい事をした気分」になることができる 

いい事（“こと”）を通じて、お客さまのバッグ（“もの”）への愛着心が生まれる 

そのバッグを作っている当社の“ファン”が増えて、企業ブランド価値の向上につながる 

 

カーボン・オフセット 事例① バッグ販売員の声 

カーボン・オフセットのメリット・効果等 
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カーボン・オフセット 事例② アユ 
 

株式会社 アユセン 豊川市 養殖アユの生産者 

豊川の豊かな自然、水を活かした養殖環境 

餌にハーブを混ぜ、風味の良いアユを生産・加工 

スーパーや百貨店に新鮮なアユを出荷 

地域資源への還元、地球環境への貢献のため、今夏初めてカーボン・オフセット 

出所）㈱アユセン HP 



19 

 勉強会の実施事例 

 

 

 J-クレジットの創出や活用を目的とした企業内勉強会も 

行っています 

 「J-クレジット」よりも、エコ、省エネ、ブランディングを目的とした 

勉強会のなかで、J-クレジットを紹介するケースもございますので、

お気軽にご相談ください 

 

 タイトル 日時 場所 対象 経緯等 

金沢エコ推進事業者 
ネットワーク 研修会 
 

平成27年3月20日 
2時間程度 

石川県金沢市 地
場産業センター 

市内のエコ推進事業者 主
に製造業、建設業などの中
小企業、30名程 

金沢市環境課より。市内事業者向
けJ－クレジット制度勉強会 

企業の省エネ活動が 
支援される新たな価値を
つくる講座 

平成26年7月14日 
 
 
 
平成26年7月15日 
各２時間程度 

四日市市四日市商
工会議所１階会議
所ホール 
 
三重県総合文化セ
ンター大会議室、 

県内の事業者 主に製造業、
建設業などの中小企業 
 
各約30名 
 

三重県地球温暖化対策課より。県
内事業者向け省エネ関連の普及・
啓発 
協力：一般社団法人省エネルギー
センター、中部経済産業局 
中部地方環境事務所、津商工会
議所、四日市商工会議所 

例：J-クレジット制度を活
用した企業ブランディン
グ勉強会 

各１～2時間程度
（応相談） 

各事業者会議室 ISO推進委員、環境管理責
任者、省エネ担当者、設備
販売担当者等 

J-クレジットを創出したい、活用し
たい、省エネ設備販売担当者の理
解を深めたい等の事業者より 

企業内勉強会の様子 
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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (環境貢献型商品開発・販売促進支援事業) 

窓口 一般社団法人 海外環境協力センター（OECC） 業務第2部 

住所 〒105-0003 東京都港区西新橋3-25-33 NP御成門ビル3階 

TEL 03-6809-1006（ただし問い合わせはメールのみとのこと） 

 環境貢献型商品の開発や販売を促進する事業に対して、 

補助金を交付する事業を実施することとしています。⇒公募締切：11月30日（月） 

 詳細は、HPにてご確認ください 

 http://www.oecc.or.jp/contents/offset/index.html 

 

ご参考 
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出所）OECC HP 

ご参考 


