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国内クレジット制度における農林水産分野関連の申請受付案件等 (平成22年1月19日現在)

＜排出削減事業計画の申請案件について＞

国内クレジット制度における申請案件は延べ２４８件※ （約１６万t-CO2/年の削減量）

このうち、農林水産分野関係からの申請案件は延べ７６件 （約７万t-CO2/年の削減量）

温泉施設や暖房等のボイラ の燃料をＡ重油から木質バイオマスに転換した案件が５４件と最も多い温泉施設や暖房等のボイラーの燃料をＡ重油から木質バイオマスに転換した案件が５４件と最も多い

農業分野では、ハウスのＡ重油焚きボイラーに替えてヒートポンプを導入した案件が主体

水産分野では、養鰻場におけるボイラー燃料をＡ重油から木質バイオマスに転換した１案件のみ水産分野 、養鰻場 おけるボイラ 燃料を 油 木質 イオ 転換 案件

＜排出削減事業計画の承認について＞

 申請案件のうち国内クレジット認証委員会が追加性等の要件の審査を行い、承認された案件は延べ１２９件

 このうち、農林水産分野関係で承認された案件は延べ４０件

＜国内クレジットの認証について＞

 国内クレジットの認証申請があり、国内クレジット認証委員会が実際に排出削減量が事業計画に従って算定されて
いるかなどの要件の審査を行い、認証された国内クレジット量は延べ２，３２４t-CO2

 このうち、農林水産分野関係で認証された国内クレジット量は延べ４８８t-CO2うち、農林水産分野関係 認証され 国内ク ジッ 量 延

※注） 第９回国内クレジット認証委員会（平成22年１月18日）時点
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国内クレジット制度における農林水産分野関連の申請受付案件等一覧 (平成22年1月19日現在)

都道府県 市町村
排出削減事業者
（クレジット売り手）

排出削減事業共同実施者
（クレジット買い手）

関連事業者 排出削減事業概要
年平均削減

見込み量※２

1 北海道 函館市 株式会社モリチクリーニング 三菱商事株式会社 －
クリーニング工場におけるボイラー燃料を都市ガス
から木質バイオマスに転換

2,665

2 北海道 赤平市 赤平オーキッド株式会社 北電総合設計株式会社 - 胡蝶蘭栽培園における土中採熱ヒートポンプの導入 413

農産物直販会社におけるバイオマス（木質バイオマス

（クレジット売り手） （クレジット買い手） 見込 量
（t-CO2/年）

3 北海道 厚沢部町 株式会社ノアール 株式会社FTカーボン -
農産物直販会社におけるバイオマス（木質バイオマス
（ペレット）と焼酎かす、芋くず由来のバイオガス）ボイ

ラーの新設
121

4 青森県 五所川原市
社会福祉法人勲功会

（特別養護老人ホーム祥光苑）
株式会社イースクエア -

特別養護老人ホームにおけるボイラーの燃料転換（重

油→木質バイオマス）
303

社会福祉法人伸康会
介護老人保健施設におけるボイラ の更新（灯油 木

5 青森県 弘前市
社会福祉法人伸康会

(介護老人保健施設平成の家

（グループホーム）)

株式会社イースクエア -
介護老人保健施設におけるボイラーの更新（灯油→木

質バイオマス）
199

6 青森県 弘前市
社会福祉法人伸康会

(介護老人保健施設平成の家

（デイサービス）)

株式会社イースクエア -
介護老人保健施設におけるボイラーの更新（灯油→木

質バイオマス）
263

社会福祉法人伸康会
介護老人保健施設におけるボイラーの更新（灯油→木

7 青森県 弘前市 (介護老人保健施設平成の家

（老人保健施設）)

株式会社イースクエア -
介護老人保健施設におけるボイラーの更新（灯油→木
質バイオマス）

193

8 青森県 つがる市
社会福祉法人拓心会

(グリーンハウス和み)
株式会社イースクエア - 老人ホームにおける木質バイオマスボイラーの新設 60

9 青森県 つがる市
社会福祉法人潮音会

（特別養護老人ホーム柏風園）
株式会社FTカーボン 株式会社テス東北

特別養護老人ホームにおけるボイラーの更新（重油・灯

油→木質バイオマス）
185

10 岩手県 盛岡市 盛岡市（区界高原少年自然の家） 株式会社イースクエア - 公共施設における木質バイオマスボイラーの新設 52

11 岩手県 盛岡市 盛岡市（区界高原少年自然の家） 株式会社イースクエア - 公共施設における木質バイオマスボイラーの新設 16

12 岩手県 大船渡市 株式会社アマタケ 株式会社ＦＴカーボン －
ブロイラー農場におけるボイラーの燃料転換（重油
→木質バイオマス）

141
→木質バイオマス）

13 岩手県 遠野市
医療法人中庸会

介護老人保健施設やまゆりの里
丸紅株式会社 －

介護老人保健施設におけるボイラーの燃料転換(灯
油→木質バイオマス)

215

14 岩手県 二戸市
社会福祉法人いつつ星会
特別養護老人ホーム白梅荘

丸紅株式会社 －
特別養護老人ホームにおけるボイラーの燃料転換
(重油→木質バイオマス)

155

15 岩手県 葛巻町
医療法人敬仁会介護老人保健施設

丸紅株式会社
介護老人保健施設における木質バイオマスボイラー

7015 岩手県 葛巻町
アットホームくずまき

丸紅株式会社 －
の新設

70

16 秋田県 大館市 株式会社田代製作所 株式会社みずほ銀行 －
建具製造工場におけるボイラー燃料を灯油から木質
バイオマスに転換

132

17 秋田県 大館市 大館市（比内ベニヤマ荘） 株式会社イースクエア 株式会社巴商会
温泉施設におけるボイラーの燃料転換（灯油→木質バ
イオマス）

113

北秋容器株式会社 パチン スロ ト店におけるボイラ の燃料転換（灯油

2
１／４

18 秋田県 大館市 有限会社大都 株式会社FTカーボン
北秋容器株式会社
株式会社テス東北

パチンコ・スロット店におけるボイラーの燃料転換（灯油
→木質バイオマス）

192

19 山形県 小国町 小国町
オリックス株式会社
オリックス環境株式会社

－
自治体役場庁舎の溶雪・暖房用ボイラーにおける燃
料転換（重油→木質バイオマス）

380



20 山形県 舟形町 有限会社舟形マッシュルーム 株式会社日本環境取引機構 株式会社トモエテクノ
マッシュ栽培施設における木質バイオマスボイラーの新
設

363

都道府県 市町村
排出削減事業者
（クレジット売り手）

排出削減事業共同実施者
（クレジット買い手）

関連事業者 排出削減事業概要
年平均削減

見込み量※２

（t-CO2/年）

山形県 舟形町 有限会社舟形 ッシ ル 株式会社日本環境取引機構 株式会社ト テク
設

363

21 福島県 いわき市 協同組合いわき材加工ｾﾝﾀｰ 東京電力株式会社 －
木材乾燥用ボイラー燃料をＡ重油から製材端材等に
転換

743

22 福島県 白河市 有限会社深花園（本園） 東北電力株式会社 株式会社山武
切花生産会社の施設園芸ハウスおけるヒートポンプの
導入

642

福島県 飯舘村
社会福祉法人いいたて福祉会

株式会社 本環境取引機構 裕幸計装株式会社
特別養護老人ホームにおける木質バイオマスボイラー

8523 福島県 飯舘村
社会福祉法人いいたて福祉会

特別養護老人いいたてホーム
株式会社日本環境取引機構 裕幸計装株式会社

特別養護老人ホ ムにおける木質バイオマスボイラ

の新設
85

24 福島県 泉崎村 深花園（泉崎ハウス） 東北電力株式会社 株式会社山武
切花生産会社の施設園芸ハウスおけるヒートポンプの

導入
483

25 福島県 松川町 深花園（鹿島前ハウス） 東北電力株式会社 株式会社山武
切花生産会社の施設園芸ハウスおけるヒートポンプの

導入
261

グ ジ

26 栃木県 栃木市 下野農業協同組合 東京電力株式会社
全国農業協同組合連合会

栃木県本部

「サンファーム・オオヤマ」と「グリーンステージ大平」のト

マト生産用ハウスにおける重油焚き暖房機から電気式

高効率園芸用ヒートポンプへの転換
296

27 栃木県 那須塩原市 二宮木材株式会社 東京電力株式会社 － 樹皮等を燃料とする木材乾燥用ボイラーを新設 486

28 栃木県 矢板市
株式会社ヤマサンワタナベ

（製材所）
丸紅株式会社 －

木材乾燥用ボイラー燃料を灯油から樹皮や製材端
材 転換

74728 栃木県 矢板市
（製材所）

丸紅株式会社
材に転換

747

29 栃木県 矢板市 株式会社トーセン 丸紅株式会社 － 製材工場における木質バイオマスボイラーの新設 2,241

30 栃木県 那須町
株式会社山水閣
（ホテル）

丸紅株式会社 株式会社ネクスパ
温泉加温用ボイラー燃料を灯油から木質ペレットに
転換

256

三菱電機株式会社 バラ生産組合のハウスのＡ重油焚きボイラーをヒー
31 群馬県 前橋市 前橋バラ組合 東京電力株式会社

三菱電機株式会社
三菱電機クレジット株式会社

バラ生産組合のハウスのＡ重油焚きボイラ をヒ
トポンプに転換

733

32 群馬県 下仁田町 下仁田木材協同組合
株式会社三井住友銀行
株式会社リサイクルワン

－
木材乾燥用ボイラー燃料を灯油から樹皮や製材端
材に転換

107

33 神奈川県 厚木市
学校法人内田学園

七沢希望の丘初等学校
丸紅株式会社 －

私立小学校における暖房用木質バイオマスボイラー
の新設

35

34 新潟県 長岡市 株式会社志田材木店 カーボンフリーコンサルティング株式会社 株式会社トーチクイー
製材工場における木質バイオマスボイラーの導入による

空調設備の更新
41

35 新潟県 阿賀町
阿賀町

（津川小学校）
丸紅株式会社 －

小学校の暖房用ボイラーの燃料をＡ重油から木質
バイオマスに転換

62

36 山梨県 山梨市
山梨市

（山梨市地域交流センター）
丸紅株式会社 － 地域交流センターにおける木質ボイラーの新設 109

37 山梨県 北杜市 財団法人キープ協会
オリックス株式会社

オリックス環境株式会社
－ 寮の増築に伴い、暖房用ペレットボイラーを新設 294

38 長野県 飯島町 ひかり味噌株式会社 中部電力株式会社
裕幸計装株式会社

株式会社エル・エヌ・ジー中部
食品工場における生産ライン用ボイラーの燃料転換
（重油→LNG）及びバイオガスボイラーの新設

1,080

39 岐阜県 本巣市
農業法人

セントラルロ ズナ セリ
中部電力株式会社 イシグロ農材株式会社 バラ農園における暖房用ヒートポンプの導入 541

3
２／４

セントラルローズナーセリー

40 静岡県 菊川市 静岡省エネ農業研究会（菊川市） 中部電力株式会社 株式会社ASカンテ ク

バラ、トマト、ユリ生産３農家の農業用ハウスにおける重

油炊き暖房機から電気式高効率園芸用ヒ トポンプへ 502

関連事業者 排出削減事業概要
年平均削減

見込み量※２

（t-CO2/年）

都道府県 市町村
排出削減事業者
（クレジット売り手）

排出削減事業共同実施者
（クレジット買い手）

40 静岡県 菊川市 静岡省エネ農業研究会（菊川市） 中部電力株式会社 株式会社ASカンテック 油炊き暖房機から電気式高効率園芸用ヒートポンプへ
の転換

502

41 静岡県 島田市 静岡省エネ農業研究会（島田市） 中部電力株式会社 株式会社ASカンテック
バラ、ガーベラ生産７農家の農業用ハウスにおける重油
炊き暖房機から電気式高効率園芸用ヒートポンプへの

転換
253

42 静岡県 袋井市 遠州木質燃料利用組合 ソニー株式会社
株式会社丸文製作所

エム・ティ ・ディ 株式会社
メロン栽培農家におけるハウスの温水ボイラー燃料
をＡ重油から木質バイオマスに転換

1,382
エム・ティー・ディー株式会社 をＡ重油から木質バイオマスに転換

43 静岡県
袋井市
掛川市

静岡省エネ農業研究会

（袋井市・掛川市）
中部電力株式会社 株式会社ASカンテック

バラ、メロン生産６農家の農業用ハウスにおける重油炊

き暖房機から電気式高効率園芸用ヒートポンプへの転

換
510

44 静岡県 藤枝市
静岡省エネ農業研究会

（藤枝市）
中部電力株式会社 株式会社ASカンテック

バラ、トマト、葉物生産７農家の農業用ハウスにおける

重油炊き暖房機から電気式高効率園芸用ヒートポンプ

への転換
441

への転換

45 静岡県
焼津市
三島市
静岡市

静岡省エネ農業研究会

（焼津市・三島市・静岡市）
中部電力株式会社 株式会社ASカンテック

バラ生産３農家の農業用ハウスにおける重油炊き暖房

機から電気式高効率園芸用ヒートポンプへの転換
372

46 愛知県
田原市
豊橋市

一般社団法人エコアース 丸紅株式会社 株式会社プレンティー
菊生産における花芽開花抑制の電照用機材を白熱
電球からＬＥＤ電球に更新

305

豊川市 株式会社デ

47 愛知県
豊川市
田原市
豊橋市

東三河ヒートポンプ省エネルギー研究会 株式会社日本環境取引機構

株式会社デンソーエース

株式会社デンソー中部

有限会社鈴木鈑金工業所

大葉、バラ、胡蝶蘭栽培８農園におけるヒートポンプの

導入による空調設備の更新
307

48 愛知県 西尾市 みかわ農業振興協同組合 株式会社ＦＴカーボン － バラ園におけるヒートポンプの導入 338

49 三重県 松坂市 辻製油株式会社 三菱商事株式会社 －
食用油精製用ボイラー燃料をＡ重油から木質バイオ
スに転換

23,227三重県 松坂市 辻製油株式会社 三菱商事株式会社
マスに転換

23,227

50 三重県 松坂市 三重中央木材加工共同組合 株式会社日本環境取引機構 株式会社新柴設備 製材工場における木質バイオマスボイラーの新設 1,904

51 三重県 多気町 株式会社西村木材店 三井物産株式会社 伊藤忠産機株式会社
製材工場におけるボイラーの燃料転換(灯油→木質
バイオマス)

4,990

兵庫県 神 市 株式会社鹿之 温泉 株式会社ク イ ブ 株式会社イク
温泉施設におけるボイラーの燃料転換（重油→バイ

42152 兵庫県 神戸市 株式会社鹿之子温泉 株式会社クリエイティブ 株式会社イクロス
温泉施設におけるボイラ の燃料転換（重油 バイ
オマス）

421

53 兵庫県 川西市 株式会社藤田食品
株式会社三井住友銀行

三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ株式会社
株式会社洸陽ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ

・　食品工場におけるボイラーの燃料を都市ガスか
ら廃食油に転換
・　照明設備の更新

234

54 奈良県 平群町 平群温室バラ生産組合 関西電力株式会社 全国農業協同組合連合会
バラ生産組合のハウスのＡ重油焚きボイラーをヒー
トポンプに転換

656
トポンプに転換

55 鳥取県 日南町 株式会社オロチ 丸紅株式会社 －
製材工場におけるボイラーの燃料転換(灯油→木質
バイオマス)

2,503

56 島根県 大田市
島根県

（三瓶自然館）
丸紅株式会社 － 暖房用ボイラー燃料を灯油から木質ペレットに転換 43

57 島根県 吉賀町
吉賀町

（むいかいち温泉ゆらら）
丸紅株式会社 株式会社荒谷建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

温泉施設におけるボイラー燃料を灯油から木質バイ
オマスに転換

473

4
３／４

（むいかいち温泉ゆらら） オマスに転換



58 岡山県 真庭市 牧野木材工業株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社リサイクルワン

－ 木材乾燥用ボイラー燃料をＡ重油から樹皮に転換 620

関連事業者 排出削減事業概要
年平均削減

見込み量※２

（t-CO2/年）

都道府県 市町村
排出削減事業者
（クレジット売り手）

排出削減事業共同実施者
（クレジット買い手）

岡山県 真庭市 牧野木材 業株式会社
株式会社リサイクルワン

木材乾燥用ボイラ 燃料を 重油から樹皮 転換 620

59 岡山県 美作市 株式会社ホテルリゾート下電 三菱商事株式会社 －
温泉旅館におけるボイラー燃料を重油から木質バイ
オマスに転換

664

60 広島県 庄原市
庄原市

（リフレッシュハウス東城）
（第三セクター　温泉施設）

丸紅株式会社 －
温泉加温用ボイラー燃料を灯油から木質バイオマス
に転換

429

61 徳島県 海陽町 有限会社岡松バラ園 四国電力株式会社 － バラ農園におけるヒートポンプの導入 674

62 愛媛県 大洲市 有限会社シイビイシイ予子林 株式会社日本総合研究所
株式会社堀川建設

株式会社伊予銀行

トマト栽培施設におけるボイラーの燃料転換（重油→木

質バイオマス）
725

63 愛媛県 西条市 株式会社サイプレス・スナダヤ 丸紅株式会社 －
製材工場におけるボイラーの燃料転換(重油→木質
バイオマス)

3,286

64 愛媛県 久万高原町 久万広域森林組合 丸紅株式会社 － 製材工場における木質バイオマスボイラーの新設 3,084

65 高知県 安芸市 菊水酒造株式会社 株式会社日本総合研究所 株式会社アクテス
酒造工場におけるバイオマス（サトウキビ滓、木質
チップ）ボイラーの新設

282

66 高知県
四万十町
芸西村

高知県木質ﾍﾟﾚｯﾄ利用促進協議会 イオン株式会社 －
野菜ハウスにおけるボイラーの燃料転換（重油→木
質バイオマス）

307高知県
芸西村

高知県木質 ﾚｯﾄ利用促進協議会 イオン株式会社
質バイオマス）

307

67 福岡県 八女市 地域中央開発株式会社
九州電力株式会社
三菱商事株式会社

－
温泉施設の加温用ボイラーにおける燃料転換（重油
→木質バイオマス）

422

68 福岡県 前原市
大宝電気株式会社
（元気クラブ伊都）

株式会社西日本シティ銀行 －
スポーツ健康施設におけるボイラーの転換(LPG→
木質バイオマス)

486

69 福岡県 那珂川町 キタヤ ポレ シ ン株式会社
九州電力株式会社 温泉施設の加温用ボイラーにおける燃料転換（重油

74069 福岡県 那珂川町 キタヤマコーポレーション株式会社
九州電力株式会社
三菱商事株式会社

－
温泉施設の加温用ボイラ における燃料転換（重油
→木質バイオマス）

740

70 熊本県 あさぎり町 協同組合くまもと製材 ﾌｨﾅﾝｽｱﾝﾄﾞﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾎﾞﾝ － 製材工場における木質バイオマスボイラーの新設 2,626

71 大分県 玖珠町 有限会社メルヘンローズ 昭光通商株式会社
玖珠九重農業協同組合
全国農業協同組合連合会

バラ農園におけるヒートポンプの導入 577

製材 場 お るボ 燃料転換 重油 木質
72 宮崎県 都城市 宮内林業株式会社 丸紅株式会社 －

製材工場におけるボイラーの燃料転換(重油→木質
バイオマス)

1,488

73 宮崎県 都城市 サウスウッド宮崎協同組合 株式会社ＦＴカーボン － 製材工場における木質バイオマスボイラーの新設 973

74 宮崎県 日南市 サファリウッド協同組合 丸紅株式会社 －
製材工場におけるボイラーの燃料転換(重油→木質
バイオマス)

341

注）

75 鹿児島県 肝付町 有限会社立石養鰻
凸版印刷株式会社

株式会社リサイクルワン
山佐木材株式会社

養鰻場におけるボイラーの燃料をＡ重油から木質バ
イオマスに転換

1,215

76 鹿児島県 肝付町
社会福祉法人内之浦会

（特別養護老人ホーム銀河の里）
株式会社日本環境取引機構 新和技術コンサルタント株式会社

介護老人福祉施設における木質バイオマスボイラーの

新設、空調設備の更新
111

１） 第９回国内クレジット認証委員会（平成22年１月18日までに受け付けた排出削減事業計画申請案件である。

２）

３）

４）  「承認」とは、国内クレジット認証委員会において承認された排出削減事業である。

 実際に認証される国内クレジットの量は、排出削減事業者によるモニタリング及び審査機関等の検証を経て、国内クレジット認証委員会に認証される。

網掛けは、第８回国内クレジット認証委員会（平成２１年１１月２日）から第９回国内クレジット認証委員会（平成２２年１月１８日）の間に申請された案件である。

5
４／４

農林水産分野関連の申請事例農林水産分野関連の申請事例農林水産分野関連の申請事例農林水産分野関連の申請事例

6



農農 業業 関関 係係農農 業業 関関 係係

7

((有有))メル ン ズメル ン ズ

＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞バラ農園におけるヒートポンプ導入によるＣＯバラ農園におけるヒートポンプ導入によるＣＯ２２削減事業削減事業

＜排出削減事業者＞＜排出削減事業者＞ ((有有))メルヘンローズメルヘンローズ （大分県）（大分県）

ハウスのＡ重油焚き暖房機をハウスのＡ重油焚き暖房機を
ヒ トポンプに転換ヒ トポンプに転換ヒートポンプに転換ヒートポンプに転換

Ａ重油焚き加温設備Ａ重油焚き加温設備 ヒートポンプヒートポンプ

約約 ５７７５７７ t t -- COCO22／年／年 二酸化炭素排出削減二酸化炭素排出削減

＜関連事業者＞＜関連事業者＞

玖珠九重農業協同組合玖珠九重農業協同組合 （大分県）（大分県）ク
レ
ジ

ク
レ
ジ

資
金
資
金

＜関連事業者＞＜関連事業者＞

全国農業協同組合連合会全国農業協同組合連合会 （東京都）（東京都）

・クレジットの授受・クレジットの授受

ジ
ッ
ト

ジ
ッ
ト

金
拠
出

金
拠
出・排出量をモニタリング・排出量をモニタリング

・申請等手続の支援・申請等手続の支援

＜排出削減共同実施者＞＜排出削減共同実施者＞ 昭光通商昭光通商((株株)) （東京都）（東京都）

申請等手続の支援申請等手続の支援

8



＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞メロン栽培農家におけるハウスの温水ボイラー燃料のＡ重油からメロン栽培農家におけるハウスの温水ボイラー燃料のＡ重油から

木質バイオマスへの転換による木質バイオマスへの転換によるＣＯＣＯ２２削減事業削減事業

＜排出削減事業者＞＜排出削減事業者＞ 遠州木質燃料利用組合（メロン栽培農家６戸）遠州木質燃料利用組合（メロン栽培農家６戸） （静岡県）（静岡県）

ハウスのＡ重油焚き温水ボイラーをハウスのＡ重油焚き温水ボイラーを
木質バイオマス焚き温水ボイラーに転換木質バイオマス焚き温水ボイラーに転換

重油焚き温水ボイラー重油焚き温水ボイラー

木質バイオマス焚き温水ボイラー木質バイオマス焚き温水ボイラー

約約 １１,,３８２３８２ t t -- COCO22／年／年 二酸化炭素排出削減二酸化炭素排出削減

＜関連事業者＞＜関連事業者＞

((株株))丸文製作所丸文製作所 （静岡県）（静岡県）

＜関連事業者＞＜関連事業者＞

エム・ティー・ディーエム・ティー・ディー((株株) ) （東京都）（東京都）

クレジットクレジット
関係者間の連絡・調整関係者間の連絡・調整 等等排出削減事業計画書等の作成排出削減事業計画書等の作成 等等取引取引

＜排出削減共同実施者＞＜排出削減共同実施者＞ ソニーソニー((株株)) （東京都）（東京都）

9

＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞ 前橋バラ組合における重油ボイラーの前橋バラ組合における重油ボイラーの
電気式高効率ヒートポンプへの転換による省エネ事業電気式高効率ヒートポンプへの転換による省エネ事業

＜排出削減事業者＞＜排出削減事業者＞ 前橋バラ組合前橋バラ組合（群馬県前橋市）（群馬県前橋市）

ハウスのＡ重油焚きボイラ をハウスのＡ重油焚きボイラ をハウスのＡ重油焚きボイラーをハウスのＡ重油焚きボイラーを
電気式高効率ヒートポンプに転換電気式高効率ヒートポンプに転換

Ａ重油焚きボイラーＡ重油焚きボイラー

ヒートポンプヒートポンプ

＜関連事業者＞＜関連事業者＞

約約 ７３３７３３t t -- COCO22／年／年 二酸化炭素排出削減二酸化炭素排出削減

＜関連事業者＞＜関連事業者＞＜関連事業者＞＜関連事業者＞ ＜関連事業者＞＜関連事業者＞

三菱電機（株）三菱電機（株） （東京都）（東京都） 三菱電機クレジット（株）三菱電機クレジット（株） （東京都）（東京都）クレジットクレジット
取引取引

・・ 排出削減事業計画書の作成・申請支援排出削減事業計画書の作成・申請支援 ・・ 排出量の認証手続き支援排出量の認証手続き支援

取引取引

＜排出削減共同実施者＞＜排出削減共同実施者＞ 東京電力東京電力((株株)) （東京都）（東京都）

10



＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞ バラ生産組合におけるハウスのＡ重油焚きボイラーからバラ生産組合におけるハウスのＡ重油焚きボイラーから
ヒートポンプへの転換によるＣＯヒートポンプへの転換によるＣＯ２２削減事業削減事業

＜排出削減事業者＞＜排出削減事業者＞ 平群温室バラ生産組合平群温室バラ生産組合 （奈良県生駒郡平群町）（奈良県生駒郡平群町）

ハウスのＡ重油焚き暖房機をハウスのＡ重油焚き暖房機をハウスのＡ重油焚き暖房機をハウスのＡ重油焚き暖房機を
ヒートポンプに転換ヒートポンプに転換

約約 ６５６６５６ tt -- COCO22／年／年 二酸化炭素排出削減二酸化炭素排出削減

Ａ重油焚きボイラーＡ重油焚きボイラー

ヒートポンプヒートポンプ

約約 ６５６６５６ t t -- COCO22／年／年 二酸化炭素排出削減二酸化炭素排出削減

＜関連事業者＞＜関連事業者＞

全国農業協同組合連合会全国農業協同組合連合会 （東京都）（東京都）

・事業計画書作成支援・事業計画書作成支援

クレジットクレジット
取引取引

＜排出削減共同実施者＞＜排出削減共同実施者＞ 関西電力関西電力((株株)) （大阪府）（大阪府）

事業計画書作成支援事業計画書作成支援
・モニタリング支援・モニタリング支援

11

＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞バラ農園におけるヒートポンプ導入によるＣＯバラ農園におけるヒートポンプ導入によるＣＯ２２削減事業削減事業

○○バラ施設園芸ハウス（徳島県）の暖房用重油焚ボイラーに対して、電気式ヒートポンプバラ施設園芸ハウス（徳島県）の暖房用重油焚ボイラーに対して、電気式ヒートポンプ
空調設備を追加することで設備を高効率化空調設備を追加することで設備を高効率化

＜排出削減事業者＞＜排出削減事業者＞有限会社有限会社 岡松バラ園岡松バラ園

既既 設設 新新 設設

Ａ重油焚ボイラ （８台）Ａ重油焚ボイラ （８台）

×× 8383台台

Ａ重油焚ボイラー（８台）Ａ重油焚ボイラー（８台） 電気式ヒートポンプ電気式ヒートポンプ

既設ハウス暖房用Ａ重油焚ボイラーに、既設ハウス暖房用Ａ重油焚ボイラーに、電気式ヒートポンプ電気式ヒートポンプを追加導入し、を追加導入し、

ベ ス運転させるベ ス運転させる「ハイブリット型空調システム」「ハイブリット型空調システム」を採用を採用 CO2CO2削減量削減量 (674t(674t--CO2/CO2/年年))

ク
レ
ク
レ

資
金
資
金

ベース運転させるベース運転させる「ハイブリット型空調システム」「ハイブリット型空調システム」を採用を採用 CO2CO2削減量削減量 (674t(674t CO2/CO2/年年))

レ
ジ
ッ
ト

レ
ジ
ッ
ト

金
･技
術

金
･技
術

＜排出削減事業共同実施者＞＜排出削減事業共同実施者＞ 四国電力株式会社四国電力株式会社

12



＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞ 菊生産における花芽開花抑制の電照用機材を菊生産における花芽開花抑制の電照用機材を
白熱電球からＬＥＤ電球への更新によるＣＯ白熱電球からＬＥＤ電球への更新によるＣＯ２２削減事業削減事業

＜排出削減事業者＞＜排出削減事業者＞

一般社団法人エコアース（菊生産農家一般社団法人エコアース（菊生産農家2525戸）戸） （愛知県田原市、豊橋市）（愛知県田原市、豊橋市）

菊生産における花芽開花抑制の電照用機材を菊生産における花芽開花抑制の電照用機材を
白熱電球からＬＥＤ電球に更新白熱電球からＬＥＤ電球に更新

白熱電球白熱電球 ＬＥＤ電球ＬＥＤ電球

約約 ３０５３０５ t t -- COCO22／年／年 二酸化炭素排出削減二酸化炭素排出削減

白熱電球白熱電球 ＬＥＤ電球ＬＥＤ電球

＜関連事業者＞＜関連事業者＞

((株株))プレンティープレンティー （東京都）（東京都）

機材のリース機材のリース

クレジットクレジット
取引取引

＜排出削減共同実施者＞＜排出削減共同実施者＞ 丸紅丸紅((株株)) （東京都）（東京都）

機材のリース機材のリース取引取引

13

＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞施設園芸（バラ農園）におけるヒートポンプ導入による省エネ事業施設園芸（バラ農園）におけるヒートポンプ導入による省エネ事業

農業法人 ト ズナ農業法人 ト ズナ＜排出削減事業者＞＜排出削減事業者＞ 農業法人セントラルローズナーセリー農業法人セントラルローズナーセリー （岐阜県）（岐阜県）

ハウスのＡ重油焚き暖房機をハウスのＡ重油焚き暖房機を
ヒートポンプに転換ヒートポンプに転換

Ａ重油加温設備Ａ重油加温設備 ヒートポンプヒートポンプ

約約 ５４１５４１ t t -- COCO22／年／年 二酸化炭素排出削減二酸化炭素排出削減

＜関連事業者＞＜関連事業者＞

イシグロ農材株式会社イシグロ農材株式会社 （愛知県）（愛知県）
ク
レ
ジ

ク
レ
ジ

資資

・排出削減事業形成の・排出削減事業形成の
サポートサポート

ジ
ッ
ト

ジ
ッ
ト

資
金
拠
出

資
金
拠
出

＜排出削減共同実施者＞＜排出削減共同実施者＞ 中部電力株式会社中部電力株式会社 （愛知県）（愛知県）
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木質バイオ ス関係木質バイオ ス関係木質バイオマス関係木質バイオマス関係
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＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞小国町役場庁舎の溶雪・暖房用ボイラーにおける燃料転換事業小国町役場庁舎の溶雪・暖房用ボイラーにおける燃料転換事業

○○歩道・役場庁舎駐車場の融雪、及び庁舎の暖房用ボイラーを、重油焚きボイラーか歩道・役場庁舎駐車場の融雪、及び庁舎の暖房用ボイラーを、重油焚きボイラーか
ら スギ間伐材を使ったチップを燃料とする木質バイオマスボイラーに更新ら スギ間伐材を使ったチップを燃料とする木質バイオマスボイラーに更新ら、スギ間伐材を使ったチップを燃料とする木質バイオマスボイラーに更新ら、スギ間伐材を使ったチップを燃料とする木質バイオマスボイラーに更新

山形県小国町山形県小国町
ププ

歩道・駐車場融歩道・駐車場融
雪及び庁舎暖房雪及び庁舎暖房
用ボイラ の燃用ボイラ の燃

スギチップのエネルギー化を支援スギチップのエネルギー化を支援

オリックスオリックス((株株))

オリ クス環境オリ クス環境((株株))

用ボイラーの燃用ボイラーの燃
料をチップに転料をチップに転
換換

クレジット取引クレジット取引

CO2CO2削減量削減量 （（380t380t--CO2/CO2/年）年）

オリックス環境オリックス環境((株株))

約約700700ｔ／年のスギチップ等を供給ｔ／年のスギチップ等を供給

燃料用チップを生産燃料用チップを生産

約約700700ｔ／年のスギチップ等を供給ｔ／年のスギチップ等を供給

スギ間伐材スギ間伐材
等等等等

町内製材業者町内製材業者 16



＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞清滝温泉施設の加温用ボイラーにおける燃料転換事業清滝温泉施設の加温用ボイラーにおける燃料転換事業

○○福岡県清滝温泉における加温用ボイラーを、重油焚きボイラーから、製材所における福岡県清滝温泉における加温用ボイラーを、重油焚きボイラーから、製材所における
大鋸屑等を燃料とした木質バイオマスボイラーに更新大鋸屑等を燃料とした木質バイオマスボイラーに更新大鋸屑等を燃料とした木質バイオマスボイラーに更新大鋸屑等を燃料とした木質バイオマスボイラーに更新

キタヤマコーポレーション（株）キタヤマコーポレーション（株）

共同実施者共同実施者

九州電力九州電力((株）株）温泉加温ための温泉加温ための
エネルギーをＡ重エネルギーをＡ重
油から地域の森林油から地域の森林

キタヤマコーポレーション（株）キタヤマコーポレーション（株）

クレジット取引クレジット取引

三菱商事三菱商事((株）株）

資金拠出資金拠出

油から地域の森林油から地域の森林
バイオマスに転換バイオマスに転換

三菱商事三菱商事((株）株）

CO2CO2削減量削減量 （（950t950t CO2/CO2/年）年）燃料供給燃料供給

（株）市岡等（株）市岡等

CO2CO2削減量削減量 （（950t950t--CO2/CO2/年）年）

（株）（株）JECJEC
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＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞八女市温泉施設の加温用ボイラーにおける燃料転換事業八女市温泉施設の加温用ボイラーにおける燃料転換事業

○○福岡県八女市の温泉施設における加温用ボイラーを、重油焚きボイラーから、製材所福岡県八女市の温泉施設における加温用ボイラーを、重油焚きボイラーから、製材所
における大鋸屑等を燃料とした木質バイオマスボイラーに更新における大鋸屑等を燃料とした木質バイオマスボイラーに更新における大鋸屑等を燃料とした木質バイオマスボイラーに更新における大鋸屑等を燃料とした木質バイオマスボイラーに更新

共同実施者共同実施者
地域中央開発（株）地域中央開発（株）

九州電力九州電力((株）株）クレジット取引クレジット取引

温泉加温ための温泉加温ための
エネルギーをＡ重エネルギーをＡ重
油から地域の森林油から地域の森林
バイオマスに転換バイオマスに転換

三菱商事三菱商事((株）株）

資金拠出資金拠出

三菱商事三菱商事((株）株）

CO2CO2削減量削減量 （（422t422t CO2/CO2/年）年）
燃料供給燃料供給

八女林産共同組合・八女林産共同組合・
女森林組合女森林組合

CO2CO2削減量削減量 （（422t422t--CO2/CO2/年）年）

端材等をチップ化端材等をチップ化

八女森林組合八女森林組合
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＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞

小学校の暖房用ボイラー燃料のＡ重油から木質バイオマスへの転換によるＣＯ２削減事業小学校の暖房用ボイラー燃料のＡ重油から木質バイオマスへの転換によるＣＯ２削減事業

＜排出削減事業者＞＜排出削減事業者＞

新潟県東蒲原郡阿賀町新潟県東蒲原郡阿賀町 （阿賀町立津川小学校）（阿賀町立津川小学校）

暖房用ボイラ 燃料をＡ重油から木質ペレ トに転換暖房用ボイラ 燃料をＡ重油から木質ペレ トに転換暖房用ボイラー燃料をＡ重油から木質ペレットに転換暖房用ボイラー燃料をＡ重油から木質ペレットに転換

木質木質

阿賀町内の流木等の木質バイオマス阿賀町内の流木等の木質バイオマス

木質ペレットに木質ペレットに

阿賀町立津川小学校阿賀町立津川小学校

約約 ６２６２ t t -- COCO22／年／年 二酸化炭素排出削減二酸化炭素排出削減

阿賀町立津川小学校阿賀町立津川小学校

クレジットクレジット
取引取引

＜排出削減共同実施者＞＜排出削減共同実施者＞

丸紅丸紅((株株)) （東京都）（東京都）

取引取引

丸紅丸紅((株株) ) （東京都）（東京都）
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水水 産産 業業 関関 係係水水 産産 業業 関関 係係
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＜国内クレジット制度申請案件＞＜国内クレジット制度申請案件＞ 養鰻場におけるボイラー燃料のＡ重油から養鰻場におけるボイラー燃料のＡ重油から
大隅半島地域の木質バイオマスへの転換によるＣＯ大隅半島地域の木質バイオマスへの転換によるＣＯ２２削減事業削減事業

＜排出削減事業者＞＜排出削減事業者＞ ((有有))立石養鰻立石養鰻 （鹿児島県肝属郡肝付町）（鹿児島県肝属郡肝付町）

養鰻場のＡ重油焚きボイラーを養鰻場のＡ重油焚きボイラーを養鰻場のＡ重油焚きボイラーを養鰻場のＡ重油焚きボイラーを
木質バイオマス焚きボイラーに転換木質バイオマス焚きボイラーに転換

重油焚きボイラー重油焚きボイラー

木質バイオマス木質バイオマス
焚きボイラ焚きボイラ

＜関連事業者＞＜関連事業者＞

材材((株株))

大隅半島周辺において間伐を実施大隅半島周辺において間伐を実施

約約 １１,,２１５２１５ t t -- COCO22／年／年 二酸化炭素排出削減二酸化炭素排出削減

焚きボイラー焚きボイラー 山佐木材山佐木材((株株) ) （鹿児島県肝属郡肝付町）（鹿児島県肝属郡肝付町）

•• 間伐材をチップ化間伐材をチップ化

チッパ や工場内の余剰熱をチッパ や工場内の余剰熱を•• チッパーや工場内の余剰熱をチッパーや工場内の余剰熱を
利用してチップを乾燥利用してチップを乾燥

•• 約１約１,,５００５００ ｔ／年のチップを供給ｔ／年のチップを供給
クレジットクレジット
取引取引

＜排出削減共同実施者＞＜排出削減共同実施者＞

((株株))リサイクルワンリサイクルワン （東京都）（東京都）

取引取引

((株株))リサイクルワンリサイクルワン （東京都）（東京都）

（東京都）（東京都）
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