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INTERVIEW 01

唐津農業協同組合 かつらエコ・ハウス倶楽部 代表 堤 武彦 さん

－ Ｊ－クレジット制度に参画するきっかけは何だったので
しょうか？

（JAからつ） 約2年前に組合員のハウスみかん農家さ

んが、参加した研修で一緒になった人から、J－クレジッ

ト制度に関して話しを聞いたことがきっかけです。その後、

県の農業改良普及センターや支援機関に話をし、プロジェ

クト登録に向けた具体的な検討を始めたのは2016年2月

頃からです。

－ 検討を進める上で重要だったことは何でしょうか?

（JAからつ） ハウスみかん農家の方々が、2013年から

2014年にかけて、農林水産省の燃油高騰対策事業を活用し、

燃油消費量の削減効果が高いヒートポンプを導入していたので

すが、農協で事業の実施前後の燃油使用量や電力使用量を把握

する必要がありました。

－ 最終的に農協主導でプロジェクトを登録しようと思った理由を教えてください。

（JAからつ） 燃油高騰対策の流れで計画に必要なデータを既に入手できていたとはいえ、プロ

ジェクトの実施にあたっては、実施状況の把握など農協としてプラスアルファの業務になります。

しかしながら、プロジェクトの実施により、地域の生産者の経費削減など有利な営農活動が推進でき

ること、農家の負担がほとんどないことから、農協主導によるプログラム型を計画することにしました。

佐賀県北西部に位置し、唐津市と玄海町の1市1町を事業区域とするJAからつさん。温暖な気候に恵

まれ、ハウスみかん、いちご、玉ねぎ、米、トマトなど、数多くの農産物が生産されています。

JAからつさんは、ハウスみかん生産者による省エネ事業を農林水産分野初のプログラム型プロジェクト

として登録（2017年6月）しました。そこで、プロジェクト登録の経緯などについてお話をお聞きしました。

そのため、農家から委任状をもらった上で、電力会社にお願いして、ヒートポンプを導入した農

家のハウスごとの消費電力量を把握できていたのですが、このことは検討を進める上で非常に重要

なことでした。

JAからつ 末長経済部長

JAからつ 柴田営農部果樹課次長

農協主導で

プロジェクト登録

プロジェクト実施で地域生産者の経

費削減など有利な営農活動を推進

ＪＡからつ（唐津農業協同組合）
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－ 最後にクレジットの使い道についても教えてください。

（JAからつ） 来年以降、排出削減量がクレジットとして認

められてから、具体的に組合員と相談して決めることになりま

すが、生産者への還元やヒートポンプなど省エネ機器導入支援

など、当地区のハウスみかん栽培を活性化させるために使用で

きればと思っています。

プロジェクト実施している農家さんにもお話しをお聞きしました

－ ヒートポンプを導入して何が変わりましたか。

（大場さん） 燃油高騰対策で導入したヒートポ

ンプですが、省エネ効果以外にも、温度管理がし

やすく、重油炊きだけの暖房よりは、ミカンの成

果率（８割以上）も向上していると思います。

一方、デメリットとしては、営農時期以外にも

高い電気基本料金が毎月かかってしまうことです。

（大場さん） 冷房機能のあるヒートポンプを導入した場

合、夏場の出荷前に冷房することでミカンに色をつけるこ

とができます。冷房電気料はかかりますが、ミカンの糖度

が増し、着色率が上がるため、出荷価格が大幅に向上しま

した。

安定したハウスみかん栽培のためには、ヒートポンプの

活用が重要だと思います。

－ 夏場もヒートポンプを活用しているのですか。

ヒートポンプ導入ハウス

ハウスみかん農家の大場さんの施設

ハウスみかん農家の大場さん
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INTERVIEW 02

－ 養鰻にヒートポンプを導入したきっかけは何だったのでしょうか？

（日鰻） 以前は重油焚きボイラーで加温していたのですが、

約５年前、燃油価格の高騰を受け、安定的、効率的に事業を実

施するためにヒートポンプの導入を検討しました。

当時、ヒートポンプを使用した加温の事例はあったのですが、

更に効率的に加温する新たな加温システムということで、池の

水替えの際にこれまで捨てていた30℃の排水から熱交換器によ

り熱を回収するとともに、ヒートポンプを利用して19℃の地下

水を加温するシステムを開発しました。

これが（一社）新エネルギー導入促進協議会の補助事業に採

択され、施設導入（約4億円）に当たり非常に助かりました。

このシステムを導入したことにより、燃料コストの大幅な削

減（約5,500万円／年）と大幅なCO2の排出削減（約2,400t／

年）が実現されました。

－ どのようなことをきっかけにＪ－クレジット制度に参画することになったのでしょうか？

（日鰻） ヒートポンプの導入を検討していた際に、

ヒートポンプ導入による削減分のCO2を売買できると

いう話は聞いていました。その後、今年の7月頃に新

電力事業者の方からＪ－クレジット制度の話を聞き、

Ｊ－クレジット制度への登録について具体的に検討し

始めました。

すぐに制度事務局に連絡したところ、９月末までに

申請すれば、Ｊ－クレジット制度に登録できるという

ことだったので、制度事務局の支援を受けて、実質

2ヶ月で計画書を作成しました。

Ｊ－クレジット制度に登録するために必要なデータ

類は、補助事業で既に収集していたものが活用できた

ので、Ｊ－クレジット仕様に作り変える手間はありま

したが、それほど苦労なく進めることができました。

養殖鰻生産量日本一の鹿児島県。約１０年前から同県志布志市で国産種苗にこだわった養鰻業を営

み、年間約３００トンの鰻を出荷されている株式会社日鰻さん。

株式会社日鰻さんは、ヒートポンプを活用した養鰻池の加温システム導入によるＣＯ２削減プロジェクトを

Ｊ－クレジット制度に水産分野で初めて登録（2017年１０月）しました。そこで、プロジェクト登録の経緯など

についてお話をお聞きしました。

（株）日鰻 山田代表取締役社長

養 鰻 場

ヒートポンプを活用した

養鰻池の加温システム

導入でプロジェクト登録

排水熱利用＋ヒートポンプ導入で大

幅なＣＯ２削減を実現

株式会社 日鰻
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－ ヒートポンプ導入によるメリット、デメリットはありますか。

（日鰻） まずメリットについてですが、燃料コストが大幅

に削減できたことと、重油焚きボイラーのみを使用していた際

は、養鰻ハウスに臭いやシミがついたりしましたが、ヒートポ

ンプの導入により、そのようなことはなくなり、養鰻場の環境

が著しく改善されたことです。

デメリットは、冬場の寒い時期は適温になるまで時間が掛か

るため、重油焚きボイラーを併用せざるを得ないことです。ま

た、余りヒートポンプを使用しない場合でも電気基本料金が常

に掛かることです。このため、高い電気基本料金とならないよ

うに、ヒートポンプの能力をフルには使っていません。

－ 日鰻さんの取組について、養鰻関係業者の反応はどうですか？

（日鰻） 他の養鰻業者さんは、どちらかというと池を増

やしたりする方に関心があり、今のところ当社のような加温

システムを導入するといった話は聞いていません。ただ、当

社の加温システムにも関心があるようで、問合せや見学の要

望があります。

また、この応接室にＪ－クレジットの登録証を飾っていま

すが、これを見た来訪者は、Ｊ－クレジット制度や削減分の

CO2を売買できることに関心を示す人が多いです。そういっ

たことから、Ｊ－クレジット制度やヒートポンプの導入、

CO2削減といったことに関する情報発信に心がけているとこ

ろです。

当社は「養鰻業に良いことと思われる取組は、他社がやっ

てなくてもやってみる」という考えがあり、今回の加温シス

テム以外に、国内で初めて養鰻池に高濃度酸素（特許取得）

を導入しています。これは、養鰻池の好気性の環境を保ち、

鰻の成長が早くなるもので、既に近隣の養鰻業者も導入して

おり、スタンダードになりつつあります。

また、魚粉価格の高騰に対応するため、魚粉比率を下げた

配合飼料を飼料メーカーと共同で開発しています。

－ 最後にクレジットの使い道について教えてください。

（日鰻） 認証されたクレジットを売却した資金は、事業で活用

することを考えています。

また、本日、製品にクレジットを付加するなど環境付加価値を付

けて販売することも可能とのお話をお伺いしたので、一般の方々に

関心を持ってもらえるように、環境付加価値を付けた養殖鰻を出荷

することも今後検討したいと思います。

熱 交 換 器

高濃度酸素溶解装置

プロジェクト登録証

ヒートポンプ
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INTERVIEW 03

大正元年に開業し、昭和５１年から宮崎中央市場に入場して以来、宮崎中央市場から野菜・果実などを

仕入れて、宮崎を中心に南九州一円の量販店、飲食店、加工工場等に販売している株式会社宮崎竹田

青果さん。

株式会社宮崎竹田青果さんは、安心安全な青果物を販売する企業の責任として、環境活動も積極的

に展開している中、宮崎中央市場で使用するフォークリフトの電動化によるＣＯ２削減プロジェクトをＪ－クレ

ジット制度に登録（2014年5月）しました。そこで、プロジェクト登録の経緯などについてお話をお聞きしまし

た。

－ Ｊ－クレジット制度に参画するきっかけは何だったのでしょうか？

（宮崎竹田青果） 国内クレジット制度に参画していた県

内業者さんからCO2削減量を販売しているという話を聞き、

非常に関心をもち、国内クレジット制度に参画しようと考え

ていました。

化石燃料から電気へ変更することによるコスト削減のため

電動フォークリフトを導入しようと考えていたこともあり、

参画にあたっては、まとまったCO2の排出削減量を確保する

ため、2013年5月に19台まとめて電動フォークリフトを購

入しました。

国内クレジット制度が2013年3月で終了してしまいまし

たが、新たな制度であるＪ－クレジット制度が始まるという

アナウンスを聞き、Ｊ－クレジット制度に参画することにし

ました。

－ Ｊ－クレジット制度へ参画するにあたって苦労したことはありますか？

（宮崎竹田青果） ソフト支援機関にプロジェクト計

画書の作成を支援してもらい、当社からは必要なデータ

を提供するのみだったため、ほとんど苦労は無かったで

す。

必要なデータは、電力使用量と作業量（運んだ荷物の

重量）ですが、電気使用量については、市場は宮崎市が

所有していることから、電力会社から市に請求が行き、

市からくる請求書の内訳から当社のフォークリフトのみ

の電力使用量が把握できます。作業量については、荷受

業者からもらう伝票に重量が記載されていますので、そ

れで把握できます。

そのため、市場での通常業務の範囲でデータを収集・

管理することが可能です。

（株）宮崎竹田青果 恒益専務取締役

市場内事務所

市場内で使用する

フォークリフトの電動化で

プロジェクト登録

一次産業に携わる会社として積極

的に地球温暖化対策を推進

株式会社 宮崎竹田青果
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－ プロジェクトを実施してどのような効果がありましたか？

（宮崎竹田青果） まずはフォークリフト稼動に伴うコスト

の削減ができたことです。たぶん1/10ぐらいになったと思い

ます。

また、企業のブランディングには役に立ったと思います。地

元テレビに取り上げられたりと、ＰＲ効果がありました。

それと電動フォークリフトは排気ガスを出さないことから、

市場内の環境改善に効果があると思います。この市場でも電動

フォークリフトがかなり増えています。現在、当社は市場内に

電動フォークリフトを26台所有しており、一つの事業所に26

台所有しているのは、国内でも当社くらいだと聞いています。

電動フォークリフト

－ 宮崎竹田青果さんがＪ－クレジット制度に登録したことで他社への波及はありますか？

（宮崎竹田青果） 他社でも電動フォークリフトを導入していますが、Ｊ－クレジット制度に登録す

るという話は聞きません。電動フォークリフトの導入台数が少なく、創出されるクレジット量が少ない

ことから、個々の会社でＪ－クレジット制度に参画するのは難しいと思います。

市場管理者等が主体となって、市場内で使用する電動フォークリフトによるCO2排出削減活動を取り

まとめるようなプログラム型であれば、Ｊ－クレジット制度に参画する会社が増えるかもしれません。

－ クレジットの売却について教えてください。

（宮崎竹田青果） CO2排出削減量については、2020年にまとめてクレ

ジット認証しようと考えています。

クレジットの売却先については、いろいろと検討していますが、2020年か

ら国際航空分野で温暖化対策が進められると聞いており、今後、航空会社もク

レジットを購入する必要が生じるために需要が増えるものと思います。また、

カーボンオフセット商品として販売するのに利用したいと考えています。

いずれにしてもクレジット量はそれほど多くない（7年間で210tの予定）で

すが、お金じゃないと考えています。

プロジェクト登録証

－ 電動フォークリフト以外の環境に配慮した取組について教えてください。

（宮崎竹田青果） 2013年10月頃から、明け方に場内で荷物を仕分

けするために、太陽光発電蓄電式LED照明を導入しました。

また、配達トラックにエコドライブ支援システムを導入し、年間の燃料

使用量を10％程度削減しています。

当社は一次産業に携わる商売をしており、温暖化により農作物への影響

が懸念されるため、積極的に地球温暖化防止に取り組む必要があると考え

ています。

太陽光発電蓄電式LED照明

配達トラック
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