
～ 排出削減・吸収した温室効果ガスを活用しよう ～
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分類 ⽅法論名称

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

ボイラーの導⼊

ヒートポンプの導⼊

空調設備の導⼊

照明設備の導⼊

冷凍・冷蔵設備の導⼊

電動式建設機械・産業⾞両への更新

園芸⽤施設における炭酸ガス施⽤システム
の導⼊

再
⽣
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー

バイオマス固形燃料（⽊質バイオマス）に
よる化⽯燃料⼜は系統電⼒の代替

太陽光発電設備の導⼊

⽅法論とは、排出削減・吸収に資する技術ごとに、適⽤範囲、排出削減・吸収量の算定
⽅法及びモニタリング⽅法等を規定したものです。

現在、6１の⽅法論が承認されています（2022年５⽉末現在）。以下に農林⽔産分野の
排出削減・吸収活動と関連のある主な⽅法論をご紹介します。

⽅法論とは

分類 ⽅法論名称

再
⽣
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

バイオガス（嫌気性発酵によるメタンガ
ス）による化⽯燃料⼜は系統電⼒の代替

⽔⼒発電設備の導⼊

バイオ液体燃料（BDF・バイオエタノー
ル・バイオオイル）による化⽯燃料⼜は系
統電⼒の代替

農

業

豚・ブロイラーへのアミノ酸バランス改善
飼料の給餌

家畜排せつ物管理⽅法の変更

茶園⼟壌への硝化抑制剤⼊り化学肥料⼜は
⽯灰窒素を含む複合肥料の施肥

バイオ炭の農地施⽤

森

林

森林経営活動

植林活動

 プロジェクトの登録形態は、「通常型」と「プログラム型」に分かれます。
 「通常型」は、１つの⼯場・事業所等における削減活動を1つのプロジェクトとして登録する形態です。
 「プログラム型」では、各農地へのバイオ炭施⽤等、⼩規模な削減活動を取りまとめ、⼀括でＪ－クレジットを

創出することができます。

会員
(個々の排出削減活動実施者)

各種情報・データ プロジェクトの管理
申請⼿続の代⾏

プログラム型運営・管理者
(取りまとめ事業者)

プログラム型プロジェクト

随時
追加可能

個々の農家がＪ－クレジット制度に
参加することはコスト的に⾒合わない

ケースが多い

参加する農家数が毎年増⼤し、
プロジェクトの規模は徐々に拡⼤

個々の農家を取りまとめて
⼀括で申請や審査を実施すれば、

⼿続・コストを削減可能

プロジェクトの種類 通常型とプログラム型

（プログラム型のメリット）
①単独では⼩規模な削減活動からＪ－クレジットを創出することが可能。
②削減活動を随時追加することで、プロジェクトの規模を拡⼤することが可能。
③登録や審査等にかかる⼿続・コストを削減することが可能。

（想定される運営・管理者）
農協、農村RMO（農村地域づくり事業体）、
機械・肥飼料メーカー、⼩売企業、⾦融機関、
燃料供給会社、施⼯会社、補助⾦交付主体
（⾃治体）等
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 2022年7⽉末現在、422件のプロジェクト（旧制度からの移⾏を除く）が登録されており、
このうち、農林⽔産分野のプロジェクトは126件（全体の約30％）※1となっています。

 農林⽔産分野の登録プロジェクトの内訳は、農業分野9件、⾷品産業分野28件、⽊材産業分
野24件、森林管理62件、⽔産業分野1件、その他2件となっています。

 農林⽔産分野の登録プロジェクトが適⽤した⽅法論の内訳は、森林経営など森林⽅法論が
62件、再エネ⽅法論が34件、省エネ⽅法論が32件、農業⽅法論が1件（バイオ炭の農地施
⽤）となっています※2。

#５ 農林⽔産分野の取組

Ｊ－クレジット登録プロジェクト数 農林⽔産分野の登録プロジェクト数

農林⽔産分野以外
296件
（70％ ）

森林管理
62件

（49％）

⾷品産業
28件

（22％）

⽊材産業
24件

（19％）

農林⽔産分野
126件
（30％）

農業
9件

（7％）

⽔産業
１件

（１％）

その他
２件

（２％）

※1 農林⽔産分野のプロジェクトは、農林漁業者・⾷品産業事業者等が実施しているものを集計（森林管理については、森林を所有する
⾃治体や企業等による実施を含む）。

※2 １つのプロジェクトにおいて、複数の⽅法論を適⽤する場合を含むため、プロジェクト数と⽅法論内訳の合計件数は異なる。
※3 旧制度（国内クレジット制度・J-VER）から移⾏のプロジェクトは除外する。

 また、登録プロジェクトの認証⾒込み量（旧制度からの移⾏は除く）は、2022年7⽉末現
在、1,950万t-CO2、このうち農林⽔産分野の登録プロジェクトの認証⾒込量は、
269万t-CO2（全体の約14％）となっています。

 農林⽔産分野の登録プロジェクトの認証⾒込量の内訳は、農業分野14万t-CO2、⾷品産業
分野22万t-CO2、⽊材産業分野65万t-CO2、森林管理167万t-CO2、⽔産業分野0.3万t-CO2、
その他0.3万t-CO2となっています。

農林⽔産分野以外
1,681万t-CO2
（86％）

農林⽔産分野
269万t-CO2
（14％）

森林管理
167万t-CO2
（62％）

⾷品産業
22万t-CO2
（8％）

⽊材産業
65万t-CO2
（24％）

登録プロジェクトの認証⾒込量 農林⽔産分野登録プロジェクトの
認証⾒込量

⽔産業
0.3万t-CO2
（0.1％）

その他
0.3万t-CO2
（0.1％） 農業

14万t-CO2
（5％）

※1 農林⽔産分野のプロジェクトは、農林漁業者・⾷品産業事業者等が実施しているものを集計（森林管理については、森林を所有する
⾃治体や企業等による実施を含む）。

※2 １つのプロジェクトにおいて、複数の⽅法論を適⽤する場合を含むため、プロジェクト数と⽅法論内訳の合計件数は異なる。
※3 旧制度（国内クレジット制度・J-VER）から移⾏のプロジェクトは除外する。6
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           （2022年6⽉末時点）

※⻘字はプログラム型プロジェクト
登録申請⽇ プロジェクト実施者 実施場所 プロジェクト概要

1 2013/10/8
(同)北海道新エネルギー事業
組合

北海道 農業⽤ハウスにおける空調設備の新設（電気）

2 2014/2/26
(株)伊賀の⾥モクモク⼿づく
りファーム

三重県
農業⽤ハウスにおけるバイオマス固形燃料（⽊質バイオマス）による化⽯燃料代
替

3 2017/3/22 唐津農業協同組合 佐賀県 農業施設における空調設備の更新

4 2018/3/23 (株)タカヒコアグロビジネス ⼤分県
農業⽤ハウスにおける再⽣可能エネルギー熱を利⽤する熱源設備の導⼊ (LPG→
地熱)

5 2018/3/23 (株)デ・リーフデ北上 宮城県
農業⽤ハウス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 (⽊質チップ)

6 2019/1/11 イオンアグリ創造(株) 埼⽟県
農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（⽊
質ペレット）

7 2019/11/8 フタバ産業(株) 全国 園芸⽤施設における炭酸ガス施⽤システムの導⼊
8 2021/11/29 （⼀社）⽇本クルベジ協会 全国 農家におけるバイオ炭の農地利⽤

9 2022/3/15 (株)エア・ウォーター農園 ⻑野県
農園における未利⽤廃熱の熱源利⽤、農園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（LPG→⽊質チップ）

1 2013/10/8 庄内ミート(株) ⼭形県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新（灯油→都市ガス）
2 2013/11/28 ⽟三屋⾷品(株) 愛知県 ⾷品⼯場における照明設備の更新（LED化）
3 2013/12/25 (株)さぬき麺⼼ ⾹川県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新（重油→都市ガス）
4 2014/2/20 全国農業協同組合連合会 ⻑崎県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新（重油→都市ガス）
5 2014/2/21 全国農業協同組合連合会 ⼭⼝県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新（重油→都市ガス）
6 2014/3/24 (株)宮崎⽵⽥⻘果 宮崎県 ⻘果市場における電動式産業⾞両への更新
7 2015/3/2 マック⾷品(株) 群⾺県 ⾷品⼯場における未利⽤廃熱の熱源利⽤
8 2015/11/18 井村屋(株) 三重県 ⾷品⼯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

9 2016/3/1 (株)ホリ 北海道
⾷品⼯場におけるバイオマス液体燃料（SVO）による化⽯燃料の代替（LPG、電
気→SVO）

10 2016/3/23 (株)ライクスタカギ 岐⾩県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新（A重油→LPG）
11 2017/3/21 ⼭梨罐詰(株) 静岡県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新（A重油→都市ガス）
12 2017/9/29 オシキリ⾷品(株) 北海道 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新（A重油→天然ガス）
13 2017/12/26 (株)ミート・コンパニオン 埼⽟県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新 (A重油→都市ガス)

14 2018/2/14 太⼦⾷品⼯業(株) ⻘森県
⾷品⼯場におけるバイオマス固形燃料（⽊質バイオマス）による化⽯燃料⼜の代
替 (建築廃材)

15 2018/2/22 サンタ(株) 愛媛県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新 (A重油→都市ガス)
16 2018/2/22 ⾚池⾷品(株) 徳島県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新 (A重油→都市ガス)
17 2018/2/23 カネテツデリカフーズ(株) 兵庫県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新 (灯油→都市ガス)
18 2018/2/23 マルコフーズ(株) ⿃取県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新 (A重油→LPG)
19 2018/3/20 (株)出雲みらいフーズ 島根県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新 (A重油→LPG)、太陽光発電設備の導⼊
20 2018/11/9 ヤマキ(株) 愛媛県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新 (A重油→LPG)
21 2019/1/10 ハルナプロデュース(株) 和歌⼭県 ⾷品⼯場における飲料製造⼯場におけるボイラーの更新（灯油→LNG）

22 2019/7/11 ⼤分みそ協業組合 ⼤分県
⾷品加⼯⼯場におけるボイラーの更新 (A重油→LNG)、コージェネレーションの
導⼊ (A重油→LNG)

23 2019/11/28 (株)トーホー・北関東 栃⽊県 ⾷品卸会社における太陽光発電設備の導⼊
24 2019/12/19 ホクト(株) ⻑野県 他 事業所における照明設備の更新
25 2020/2/13 デリカサラダボーイ(株) 愛媛県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新 (A重油→都市ガス)
26 2020/10/23 南⽇本酪農協同(株) 宮崎県 乳製品製造⼯場におけるボイラーの更新および新設 (LPG、A重油→都市ガス)
27 2021/2/1 (有)シンセイフーズ 三重県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新 (A重油→LPG)
28 2022/2/1 (株)雪国まいたけ 新潟県 ⾷品⼯場におけるボイラーの更新 (A重油→LNG)

1 2015/1/28 (株)東海⽊材相互市場 愛知県 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

2 2016/8/25 佐伯広域森林組合 ⼤分県
製材⼯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
(端材)

農業分野

⽊材産業分野

⾷品産業分野

農林⽔産分野のプロジェクト⼀覧
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登録申請⽇ プロジェクト実施者 実施場所 プロジェクト概要

3 2016/8/26 (有)川井林業 岩⼿県
製材⼯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
(端材)

4 2016/11/1 (株)沓澤製材所 秋⽥県
製材⼯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
(A重油→バーク、⽊屑)

5 2017/2/28 宮内林業 宮崎県
製材⼯場における⽊質バイオマスによる化⽯燃料の代替 (バーク、プレーナー
屑、⽊屑)

6 2017/12/13 ⼆宮⽊材（株） 栃⽊県
製材⼯場におけるバイオマス固形燃料（⽊質バイオマス）による化⽯燃料⼜は系
統電⼒の代替

7 2017/12/14 天草地域森林組合 熊本県
製材⼯場におけるバイオマス固形燃料（⽊質バイオマス）による化⽯燃料⼜は系
統電⼒の代替

8 2018/2/23 球磨村森林組合 熊本県 製材⼯場におけるボイラーの更新 (バーク、⽊屑)

9 2018/11/21 ⼤林産業（株） ⼭⼝県
製材⼯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
(バーク)

10 2018/11/21
エンジニアウッド宮崎事業協
同組合

宮崎県
製材⼯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
(バーク、プレーナー屑、⽊屑)

11 2019/5/17 （株）サイプレス・スナダヤ 愛媛県
製材⼯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
(ＬＰＧ→⽊屑)

12 2019/7/18 持永⽊材(株) 宮崎県
製材⼯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
(A重油→チップ、鉋屑、端材等)

13 2019/11/6 協同組合兵庫⽊材センター 兵庫県
製材⼯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
(A重油→バーク、プレーナーくず、おが粉、製材端材)

14 2020/3/23
都城地区プレカット事業協同
組合

宮崎県
製材所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 (A
重油→端材チップ)

15 2020/3/26 外⼭⽊材(株) 宮崎県
製材所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
(LPG→バーク、プレーナーくず、製材端材)

16 2020/8/31 ⼆宮⽊材(株) 栃⽊県
製材⼯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
(LPG→プレーナーくず、バーク製材)

17 2020/10/22 ⼤林産業(株) ⼭⼝県
製材⼯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
(LPG→プレーナーくず)

18 2021/1/15 (株)⽇新 ⿃取県
製材⼯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
(LPG→チップ、⽊くず、バーク)

19 2021/3/31 ⼆宮⽊材(株) 栃⽊県
製材⼯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
(LPG→バーク、プレーナー屑、⽊屑)

20 2021/3/31 ⼤林産業(株) ⼭⼝県
製材⼯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
(LPG→バーク、プレーナーくず、プレカット端材)

21 2021/3/31 新栄合板⼯業(株) ⼤分県
製材⼯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
(LPG→⽊屑)

22 2021/5/28 ⻘森プライウッド(株) ⻘森県
製材⼯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
(LPG→⽊屑)

23 2021/12/1 (株)⾼嶺⽊材 宮崎県
製材⼯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
(LPG→バーク、プレーナーくず、製材端材)

24 2022/2/10 (株)イクタ 愛知県 製材⼯場におけるボイラーの更新 (LPG→⽊屑、製材端材)

1 2013/12/27 中標津町 北海道 町有林における森林経営活動
2 2014/2/12 (株)佐久 宮城県 私有林における森林経営活動
3 2014/2/12 南三陸森林組合 宮城県 私有林における森林経営活動
4 2014/2/12 リベレステ(株) 北海道 私有林における森林経営活動
5 2014/3/24 御嵩町 岐⾩県 町有林における森林経営活動
6 2014/3/24 ⼭⻑林業(株) 和歌⼭県 私有林における森林経営活動
7 2014/3/24 津⼭市 岡⼭県 市有林における森林経営活動
8 2015/2/19 ⽊曽町 ⻑野県 町有林における森林経営活動
9 2015/2/23 (公社)⻑崎県林業公社 ⻑崎県 私有林における森林経営活動

10 2015/2/23 ⿃取県東部森林組合 ⿃取県 私有林における森林経営活動
11 2015/3/30 ⻘森県 ⻘森県 県有林における森林経営活動
12 2015/12/25 中江産業(株) ⾼知県 他 私有林における森林経営活動
13 2016/2/16 ⿃取県 ⿃取県 県有林における森林経営活動
14 2016/2/19 東京ガス(株) ⻑野県 社有林における森林経営活動

森林分野

⽊材産業分野
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登録申請⽇ プロジェクト実施者 実施場所 プロジェクト概要

15 2016/2/22 川場村 群⾺県 村有林における森林経営活動
16 2016/2/22 ⻑野県 ⻑野県 県有林における森林経営活動
17 2016/2/22 ⾦勝⽣産森林組合 滋賀県 私有林における森林経営活動
18 2016/2/23 檜垣産業(株) ⿅児島県 社有林における森林経営活動
19 2016/2/23 根⽻村森林組合 ⻑野県 私有林における森林経営活動
20 2017/2/21 須⼭⽊材(株) 島根県 社有林における森林経営活動
21 2017/2/22 ⽇本アジアグループ(株) 徳島県 他 社有林における森林経営活動
22 2017/2/22 福井市 福井県 市有林における森林経営活動
23 2018/3/23 対⾺市 ⻑崎県 市有林における森林経営活動
24 2018/11/16 森林吸収プロジェクト協議会 北海道 組合所有林における森林経営活動
25 2018/12/20 (⼀社)滋賀県造林公社 滋賀県 分収造林事業地における滋賀県造林公社の所有林における森林経営活動
26 2019/1/22 ⼩⼭町 静岡県 町有林における森林経営活動
27 2019/2/7 ⻘南建設(株) ⻘森県 社有林における森林経営活動
28 2019/3/14 横⼿市 秋⽥県 市有林における森林経営活動
29 2019/3/27 東⽩川村森林組合 岐⾩県 組合が管理する森林における森林経営活動
30 2019/8/21 美深町 北海道 町有林における森林経営活動
31 2019/10/31 北⾒市 北海道 市有林における森林経営活動
32 2020/2/7 ⻄粟倉村 岡⼭県 村有林における森林経営活動
33 2020/2/7 南海電気鉄道(株) 奈良県 社有林における森林経営活動
34 2020/2/7 ⿃取県中部森林組合 ⿃取県 私有林における森林経営活動
35 2021/1/28 東京⼤学 千葉県 ⼤学演習林における森林経営活動
36 2021/1/28 飯南町 島根県 町有林における森林経営活動
37 2021/2/4 喜多⽅市 福島県 市有林における森林経営活動
38 2021/3/5 真樹フォレスト(株) ⻑崎県 私有林における森林経営活動
39 2021/3/18 ⼤台町 三重県 町有林における森林経営活動
40 2021/3/22 九州林産(株) ⼤分県 社有林における森林経営活動
41 2021/3/22 三井物産フォレスト(株) 三重県 社有林における森林経営活動
42 2021/9/9 ニッポン⾼度紙⼯業(株) ⾼知県 社有林における森林経営活動
43 2021/9/17 (株)栃⽑⽊材⼯業 栃⽊県 社有林における森林経営活動
44 2021/11/19 北海道ガス(株) 北海道 社有林における森林経営活動
45 2021/11/25 ⻑崎県 ⻑崎県 県有林における森林経営活動
46 2022/1/20 東京都⽔道局 東京都 ⽔道⽔源林における森林経営活動
47 2022/2/1 ⽇本製紙(株) 静岡県 社有林における森林経営活動

48 2022/2/3
久万⾼原町
ENEOSホールディングス(株)

愛媛県 町有林における森林経営活動

49 2022/2/3 (公社)⽊曽三川⽔源造成公社 岐⾩県 分収造林事業地、公社有林における森林経営活動
50 2022/2/2 (公社)ひょうご農林機構 兵庫県 県有林における森林経営活動
51 2022/2/2 岐⾩県農林公社 岐⾩県 公社有林における森林経営活動
52 2022/3/15 (⼀社)滋賀県造林公社 滋賀県 分収造林事業地における森林経営活動
53 2022/3/28 三井物産フォレスト(株) 北海道 私有林における森林経営活動
54 2022/3/30 東急不動産(株) ⻑野県 社有林における森林経営活動
55 2022/3/15 (公社)⻑野県林業公社 ⻑野県 分収造林事業地における森林経営活動
56 2022/3/15 梼原町 ⾼知県 町有林における森林経営活動
57 2022/3/17 綿向⽣産森林組合 滋賀県 組合所有林における森林経営活動
58 2022/3/17 ⽥島⼭業(株) ⼤分県 社有林および私有林における森林経営活動
59 2022/3/18 (公社)熊本県林業公社 熊本県 分収造林事業地における森林経営活動
60 2022/3/15 (株)志賀郷杜栄 京都府 ⾃社管理森林における森林経営活動
61 2022/3/11 久⼭町 福岡県 町有林における森林経営活動
62 2022/3/31 ⼭国川流域森林組合 ⼤分県 私有林における森林経営活動

1 2017/9/29 (株)⽇鰻 ⿅児島県 養鰻場におけるヒートポンプの導⼊(A重油→電気)

1 2015/3/23 宇和島養⿂飼料(株) 愛媛県 飼料⼯場におけるボイラーの更新(A重油→都市ガス)
2 2017/3/21 (株)ヒガシマル ⿅児島県 飼料⼯場における乾燥設備の更新 (A重油→都市ガス)

⽔産分野

その他

森林分野
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農林水産分野の事例

株式会社 伊賀の里モクモク手づくりファーム０２

合同会社 北海道新エネルギー事業組合０１

唐津農業協同組合０３

株式会社 宮崎竹田青果０４

庄内ミート 株式会社０５

玉三屋食品 株式会社０６

佐伯広域森林組合０７

北海道中標津町０８

株式会社 日鰻０９

株式会社 タカヒコアグロビジネス１０

イオンアグリ創造 株式会社１１

フタバ産業 株式会社１２

11



0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

12



0

10

20

30

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

13



100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14



0

50

100

150

200

250

300

2016 2017 2018 2019 2020

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15



400

600

800

1000

1200

1400

1600

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0

200

400

600

800

1000

1200

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

16



CO2 CO2
CO2

17



18



プロジェクト実施者インタビュー

株式会社 日鰻０２

唐津農業協同組合０１

株式会社 宮崎竹田青果０３

株式会社 伊賀の里モクモク手づくりファーム０４

株式会社 タカヒコアグロビジネス０５

株式会社 デ・リーフデ北上０６
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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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■ ペレットの安定供給により、順調に排出削減を実施

－ 当初の計画どおり排出削減を実施できていますか？

INTERVIEW 04

伊賀の里モクモク手づくりファームさんは、年間約30万人が訪れる観光農園であり、2018年に

30周年を迎えます。

農園内のイチゴ、トマトの生産施設に木質バイオマスボイラーを導入し、2014年5月にJ-クレ

ジットのプロジェクトとして登録、2015年12月にクレジット認証を受けました。そこで、プロ

ジェクトの実施状況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？

（モクモク手づくりファーム）東日本大震災後、環境に配慮し

た施設で農産物を生産したいという考えがありました。

当時、活用できる補助金があり、市内にペレット製造会社が

あったこともあり、ペレット用の木質バイオマスボイラーをト

マトハウス2施設、イチゴハウス2施設それぞれに1機ずつ導入

しました。導入の際には農林水産省の「強い農業づくり交付

金」「森林整備加速化・林業再生事業」を活用しました。

施設の購入の際に、ボイラー会社の方から、Ｊ－クレジット

制度について教えてもらい、支援機関の協力を得て、計画書を

作成しました。

■ 東日本大震災を契機に、環境に配慮した農産物の生産を検討

（モクモク手づくりファーム）当初の計画では、ボイラーを最大限

使用した場合、7年1ヶ月で310トン（約43トン／年）のＣＯ２を

削減する計画でした。

実績として、計画よりもボイラーの使用量が少ないため、排出削

減量が少なめですが、2014年2月～2015年6月に38トン（約

27トン／年）を削減して、クレジット認証を受けました。

原料となるペレットは当初から安定的に供給できており、使用量

は大きく変わっていないことから、クレジット認証を受けた当時と

同様な量を排出削減できていると思います。

モクモク手づくりファーム 田渕氏

観光農園に木質バイオマスボイラー

を導入してプロジェクト登録

継続的に排出削減を実施するとともに独自の取組

として観光客に対して環境教育を実施。

伊賀の里モクモク手づくりファーム

木質バイオマスボイラー

（モクモク手づくりファーム） 導入当初は燃油高であったため、燃料コストの2割削減の効果を見

込んでいましたが、近年の燃油安の影響により、その効果は薄まってます。しかしながら、ハウス内

に重油ボイラーを併設していないことから、燃油価格に応じてボイラーを使い分けることはできない

ですし、今から重油ボイラーを導入することも考えていません。

－ 燃油コストの削減についてはどのような状況でしょうか？

■ 近年の燃油安により燃料コストの削減効果は薄いが、重油ボイラーは導入せず。
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■ CO2を排出削減した手法で生産していると言えることが重要

－ 過去に取得したクレジットの使い道について教えてください。

■ 農産物に「地元の間伐材を利用したペレットボイラーを使用」のPRや、独自の取組と

して観光客に対して環境教育を実施

－ 排出削減した手法で生産していることについて、PRをして

いますか。

（モクモク手づくりファーム） 当ファームで生産された作物

は、ファーム内の販売所及び直営レストランでの販売の他、イ

ンターネットによる通信販売もしているのですが、その際、

「地元の間伐材を燃料としたペレットボイラーを使って生産し

たトマト」としてPRしたこともあります。

また、当ファーム独自の取り組みとして、イチゴ狩りやトマ

ト狩りに来た観光客に対して、「どのように生産されているの

か」、「ペレットボイラーはなぜ環境にやさしいのか」を説明

する環境教育を実施しています。

環境教育の実施により、売り上げや来客数が増加したわけで

はないと思いますが、親子連れの親御さんには評判が良いです

し、「環境に配慮した生産」は、当ファームとして重要なこと

ですから、木質バイオマスボイラーによる生産や環境教育を引

き続き実施していきたいと考えています。

（モクモク手づくりファーム） 過去に認証を受けたクレジット

は、昨年、三重県で開催した「お伊勢さん菓子博2017」などの

イベントのカーボン・オフセットとして提供しました。

当ファームとしては、CO2を排出削減した手法で生産したトマ

ト、イチゴであると胸を張って言えることが大事であり、CO2を

38トン削減したという事実が重要だと考えているため、クレジッ

トを商品に付加したり、お金にかえることは考えていませんでし

た。

環境教育で使用しているパネル

ですし、今から重油ボイラーを導入することも考えていません。

トマトの生産
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INTERVIEW 05

２０１３年に設立した株式会社タカヒコアグロビジネスさんは、農林水産省次世代施設園芸導入加速化支

援事業を活用して、大分県九重町にフェンロー型ハウスを整備（年間約４００トンのパプリカを栽培）し、コスト

削減や地域雇用を創出する新たな施設園芸を実践しています。

同社は、化石燃料を使用せずに地域資源エネルギーの温泉熱を利用した加温システムをパプリカ栽培

施設に導入することで、2018年６月にJ-クレジット制度のプロジェクトとして登録しました。

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を教えてください。

（タカヒコアグロビジネス） パプリカ栽培を開始してから約

１年後、九州農政局や大分県の施設園芸担当者からJ-クレジット

制度の話があり、また同時期に付き合いのあった小売電力事業者

からCO2の排出削減量が売買できるという話を聞いたのがきっか

けです。

その後、2017年11月から具体的にJ-クレジット制度への参

画を検討し始め、およそ半年でプロジェクト登録に漕ぎつけまし

た。

プロジェクト登録に必要な計画書の作成は、コンサルタント会

社にお願いしたため、当社は計画書作成に必要なデータを提供し

ただけでしたが、温泉熱の利用量を正確に把握する必要があった

ため、新たに流量計を設置することになりました。

－ パプリカ栽培に温泉熱を利用しようと考えた理由は何だったんでしょうか？

（タカヒコアグロビジネス） 当社の親会社は、プラン

ト建設業を営んでいます。約10年前から安全・安心な食

づくりに貢献できないかと考え、植物工場プラントを建設

し、レタス類の栽培研究を開始しました。その後、先端農

業の現状を学ぶためオランダを訪問し、次世代農業の取組

として2009年からパプリカの栽培を始めましたが、不安

定に高騰する化石燃料に悩まされました。

大分県は、地域資源である「地熱」が豊富にあり、この

地熱を活用することで化石燃料の使用量を大幅に削減でき

ると考え、国内にほとんど例が無い温泉熱利用型の熱交換

システムを自社で開発しました。

その後、農林水産省次世代施設園芸導入加速化支援事業

を活用して、2016年4月より、この地で温泉熱を利用し

たパプリカ栽培を始めたところです。

(株)タカヒコアグロビジネス

佐藤 代表取締役

温泉熱利用型熱交換システム

温泉熱利用による

温泉パプリカ栽培で

プロジェクト登録

これまで培った知識やノウハウを

ベースに開発した熱交換システムの

導入で化石燃料から脱却

(株)タカヒコアグロビジネス
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－ 温泉熱利用のメリット・デメリットを教えてください。

（タカヒコアグロビジネス） 温泉熱利用のメリットは、なんと言っても化石燃料価格に左右されず

に栽培ができ、燃料コストを大幅に削減できることです。ちなみに現在のA重油価格であれば、年間

8000万円程度の燃料コストの削減になります。

また、自然の恵みである温泉熱を利用していることで、エコな農産物といったイメージが消費者に受

け入れられると考えています。

一方、デメリットは、地震の発生や周辺での温泉採掘等が行われた場合、その影響を受ける可能性が

あることです。そのため、緊急事態に備えて重油焚きボイラーを併設しています。

また、温泉の泉質によっては、熱交換システム内に腐食等を生じ、温水が詰まる可能性がありますの

で、泉質に応じた仕様にする必要があります。

（タカヒコアグロビジネス） 現在

出荷しているパプリカは「温泉パプ

リカ」という名称で販売しており、

贈答用の箱には、「CO2排出のない

おんせん熱利用」「地球に優しい持

続可能な農業生産」といった記載を

しています。

贈答用の箱

－ CO2の排出削減した手法で農産物を栽培していることについてＰＲしていますか？

（タカヒコアグロビジネス） 温泉熱の熱量を全て使い切っていない状況にあるので、何か他のことに

活用したいと考えています。たとえば、敷地内に加工場を整備して、機器の熱源として利用したり、観

光農園を整備して、足湯や入浴施設の熱源として利用するなどです。

当社として、J-クレジットに期待することは、クレジットの

売却益に加え、CO2を削減した手法で農産物を栽培していると

いう企業イメージが付くことです。取引先の中には環境に配慮

した商品を扱いたいという会社もあり、このような考えをもつ

会社や消費者が増えていけば良いと考えています。

今後、J-クレジットに登録したことも何らかPRできればと

考えていますし、J-クレジットの活用が多少なりとも農家の収

入になるようなビジネスモデルになれば良いと思っています。
(株)タカヒコアグロビジネス

工藤取締役農場長

－ 最後に今後新たに取り組もうと考えていることがあればお聞かせください。

パプリカ栽培施設
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INTERVIEW 06

２０１４年に設立した株式会社デ・リーフデ北上さんは、農林水産省次世代施設園芸導入加速化支援事

業を活用して、東日本大震災の被災地、宮城県石巻市にフェンロー型ハウスを整備し、トマトとパプリカを生

産しており、コスト削減や被災地雇用を創出する新たな施設園芸に挑戦しています。

同社は、木質バイオマスボイラーの導入による化石燃料の削減による取組で、2018年６月にJ-クレジット

制度のプロジェクトとして登録しました。

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。

－ この地でオランダ式大規模施設園芸を始めようと思ったのは何故ですか？

（デ･リーフデ北上） 東日本大震災前、この辺一帯は田んぼや

宅地でした。私（鈴木社長）は稲作を営んでいましたが、震災で

全て流されました。がれき撤去まで約２年掛かり、地盤沈下の影

響による塩害が懸念されたことから、稲作の再開を断念しました。

今後何をするか検討した際、震災以前に河川敷に生育する葦を

使った萱葺きを生産していた関係からオランダの業者と繋がりが

あり、オランダの大規模施設園芸を視察する機会を得ました。

オランダの施設園芸は、高度な環境制御を行って、トマトなど

を栽培しており、それまで知っていた栽培経験が全く参考になら

ないものでしたが、安定的な収穫が期待できるものでした。その

ため、この地で地域の若手を中心にオランダ式の施設園芸による

生産を始めることを決断し、地域の中小企業の方々からの出資を

募り、2014年に会社を設立しました。

－ J-クレジット制度に参画したきっかけを教えてください。

（デ･リーフデ北上） CO2は農業には必要不可欠で

す。しかし一方で地球温暖化の原因となっています。も

ともとCO2排出削減の取組には関心があり、県内でJ-

Ver制度に参画していた農家さんがいましたので、CO2

の排出削減量を認証する制度があることは知っていまし

た。ただ当初は、施設整備や事業が忙しく、認証制度の

活用を検討できる状況にはありませんでした。

2017年10月頃、コンサルタント会社からＪ－クレ

ジット制度の話を伺い、具体的にＪ－クレジット制度へ

の参画を検討し始めました。それからおよそ半年でプロ

ジェクト登録に漕ぎつけました。

(株)デ・リーフデ北上

鈴木代表取締役社長

被災地の農業復興

地域資源を活用した

次世代施設園芸に挑戦

木質バイオマス、地中熱の利用に

加え、排気ガスを利用したCO2施用

で低炭素化を実践

(株)デ・リーフデ北上

(株)デ・リーフデ北上

阿部総務部長
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－ 施設の加温システムについて教えてください。

（デ･リーフデ北上） 木質バイオマスボイ

ラーとLPGボイラー、さらに地中熱ヒートポ

ンプ、蓄熱タンクを併用するハイブリッド運

転で、ハウス内の温度を22℃に維持していま

す。これにより、化石燃料の削減率３割を目

指しています。

木質バイオマスボイラーの燃料は、木材

チップで、生チップのまま燃料としています。

地元森林組合との間で年間購入量・価格を契

約しており、安定的に確保できています。

また、同じ熱量を確保するに当たって、現

在のLPG燃料価格であれば、木材チップの方

が安価であるため、今後は木質バイオマスボ

イラーの使用率を徐々に高めていく予定です。

（デ･リーフデ北上） 作物生育にはCO2が必要不可欠なのですが、作物の収量や品質を向上させる

ためCO2施用を行い、一定のCO2濃度を確保しています。そのCO2施用を行うに当たって、新たに別

の化石燃料を燃焼させるのではなく、LPGボイラーの排気ガスからCO2を施設内に送り込む方法を採用

しています。このシステムは、オランダの施設園芸を視察した時から導入したいと思っていました。

夏場は加温しないため、別途、液化炭酸ガスによるCO2施用を行っていますが、加温を行う冬場であ

れば、LPGボイラーの排気ガスで必要なCO2量を確保できています。

－ 木質バイオマスや地中熱の活用以外にもCO2排出削減の取組を実施していますか？

（デ･リーフデ北上） 木質バイオマスボイラーの排気ガスをCO2施用へ活用することやCO2を貯留し

て夏場に施用できるシステムも検討していきたいと思います。

また、木質バイオマスボイラーは灰の処理が問題になります。現在は、産業廃棄物として処理してい

ますが、路盤改良材としての活用について、県内業者と検討しているところです。

更に、収穫後の作物残渣からバイオガスを発生させ、それを活用するシステムについても検討してい

ければと思っています。

－ 最後に今後取り組んでみたいことをお聞かせください。

木材チップ 木質バイオマスボイラー

蓄熱タンク

－ 従業員は確保できていますか？

（デ･リーフデ北上） 当初は従業員が確保できるか正直不安でした

が、現在、従業員50名のすべてが石巻市、半分が旧北上町出身者です。

最近は会社が認知されてきたこともあり、就職希望者が多い状況です。
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Q01 だれがプロジェクト実施者になれるのですか。

Q02 設備導⼊のために国⼜は地⽅⾃治体から補助⾦を受けている場合、本
制度に参加することができますか︖

Q03 CO2以外の温室効果ガスも対象になりますか︖

Q04 追加性とは何ですか。

Q05 妥当性確認とは何ですか。

Q06 妥当性確認の審査費⽤はどのくらいかかりますか。 ⽀援はありますか。

Q07 モニタリングとは誰がどんなことをするのですか。

Q08 モニタリング結果は毎年まとめる必要がありますか。

Q09 検証とは何ですか。

Q10 検証の審査費⽤はどのくらいかかりますか。 ⽀援はありますか。

Q11 認証とは何ですか。

Q12 J-クレジットは認証された後、誰が保有することになりますか。

Q13 J-クレジットの価格はどのようにして決められるのでしょうか。

Q14 J-クレジットには、どのような活⽤⽅法がありますか。

Q15 J-クレジットが移転・無効化された場合、プロジェクト実施者はCO2を
削減したことを主張（HP上での使⽤など）できるのでしょうか。

Q16 J-クレジットに有効期限はありますか。

Q17 「プロジェクト登録を申請した⽇の２年前の⽇以降に実施」とは、具
体的にどのようなことを指しますか。

Q18 J-クレジット制度で認められている⽅法論以外の取組で温室効果ガス
を削減する場合は、新しい⽅法論として認められますか。

Q19 農作物を育てるときに吸収されるCO2分をクレジット化することはで
きますか。

Q20 申請⽅法や書類の書き⽅がわかりません。

付録
1

Ｑ＆Ａ
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Ａ
プロジェクト実施者とは、排出削減・吸収プロジェクトを実施しようと
する者⼜はプロジェクト登録を受けた者です。プロジェクト実施者にな
る上での制限はなく、個⼈や法⼈格を有しない任意組織もプロジェクト
実施者になれます。

Ｑ

Ｊ－クレジット制度では、エネルギー起源CO2に限らず、温暖化対策推
進法（温対法）が定める7種類の温室効果ガス(CO2、CH4、N2O、HFCs、
PFCs、SF6、NF3)を対象としています。

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ｑ

補助⾦を受けて導⼊した設備を利⽤したプロジェクトでも、プロジェク
トの要件を満たしているのであれば、本制度に参加することができます。
その場合においても、Ｊ－クレジットの認証にあたっては、補助⾦相当
分を減じることなく、排出削減量の全量をＪ－クレジットとして認証す
ることができます。
※ただし、補助⾦によっては、交付要綱・実施要項等でプロジェクト登録・
クレジット認証や移転に制限のあるものがございます。Ｊ－クレジット制度
への参加が可能か、交付要綱・実施要領等をご確認いただきますようお願い
いたします。特に環境省の補助⾦は、Ｊ－クレジットの認証を受けることを
禁⽌していることがありますので、補助⾦交付要綱等をご確認いただく等、
ご注意いただきますようお願いいたします。
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Ｊ－クレジット制度がない場合に排出削減・吸収活動が実施されないこと
を⾔います。追加性の有無は、原則、経済的障壁の有無によって評価され
ますが、⼀般慣⾏障壁の有無により評価される⽅法論もあります。

（経済的障壁）
①設備の導⼊を伴うプロジェクトは、投資回収年数が3年以上であること。
②設備導⼊を伴わないプロジェクトは、ランニングコストが増加すること。
③森林管理プロジェクトは、各⽅法論の規定によること。

例）設備導⼊を伴う場合の考え⽅
設備投資費用ー補助金額

年間のランニングコスト削減額
３

登録しようとしているプロジェクトが、対象の⽅法論の適⽤条件を満た
しているか、Ｊ－クレジット制度の要求事項を満たしているかを、妥当
性確認機関がプロジェクト計画書等から確認することをいいます。

Ａ

Ａ

Ａ

Ｑ

Ｑ

Ｑ
妥当性確認の審査費⽤は、プロジェクトの内容や規模、妥当性確認機関
によって異なりますので、個別の妥当性確認機関にお問い合わせくださ
い。
妥当性確認の審査費⽤について、国からの⽀援制度を設けています。詳
しい要件などについては制度HPの「申請⼿続⽀援」をご確認ください。
（申請⼿続き⽀援）https://japancredit.go.jp/application/support/
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Ａ

Ａ

Ａ

Ｑ

Ｑ

Ｑ
検証費⽤は、プロジェクトの内容や規模、妥当性確認機関によって異な
りますので、個別の検証機関にお問い合わせください。
検証費⽤について、国からの⽀援制度を設けています。詳しい要件など
については制度HPの「申請⼿続⽀援」をご確認ください。
（制度HP）https://japancredit.go.jp/application/support/

Ｑ

モニタリングとは、登録を受けたプロジェクト計画書に記載されたモニ
タリング計画に従い、温室効果ガス排出削減量・吸収量の算定に必要な
データや情報を⼊⼿⼜は計測することです。プロジェクト事業者は、モ
ニタリングの結果をふまえて、温室効果ガス排出削減量・吸収量を算定
し、モニタリング報告書を作成する必要があります。

Ａ

必ずしも毎年まとめる必要はありません。プロジェクト事業者は、プロ
ジェクト事業者⾃⾝がＪ－クレジットの発⾏を希望する対象期間に応じ
て、モニタリング・算定対象期間を任意で決定し、当該期間のモニタリ
ング結果をモニタリング報告書に記載します。
ただし、プログラム型プロジェクトについては、モニタリング報告書を
年に1回作成することを推奨しています。

検証とは、モニタリング報告書に記載された温室効果ガス排出削減・吸
収量等の情報が、Ｊ－クレジット制度実施要綱、実施規程、⽅法論及び
モニタリング・算定規程等のルールに従い適正に作成されているかどう
かについて、審査機関（第三者機関）が、関連する証拠を客観的に収
集・評価し、その結果を検証報告書によって報告することを指します。
クレジットの認証に当たって、事業者は必ず審査機関（第三者機関）の
検証を受ける必要があります。
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Ａ

Ａ

Ａ

Ｑ

Ｑ

Ｑ
Ｊ－クレジットは、温対法での排出量・排出係数の調整、カーボン・オ
フセット等に活⽤することができます。ただし、Ｊ－クレジットを活⽤
することができるのは⽇本国内における排出に対してのみです（海外の
排出に対して活⽤できません）。
（クレジット活⽤）https://japancredit.go.jp/case/
（活⽤事例）https://japancredit.go.jp/case_search/

Ｑ

登録されたプロジェクトによる温室効果ガスの排出削減・吸収量につい
て、提出された認証申請書類⼀式に基づきＪ－クレジット制度認証委員
会が審議し、審議の結果を踏まえて制度管理者が当該排出削減・吸収量
をＪ－クレジットとして認めることです。

Ａ

Ｊ－クレジット認証委員会において認証されたＪ－クレジットは、当該
事業のプロジェクト実施者が指定する保有⼝座に直ちに移転されます。
Ｊ－クレジット制度管理者は、移転されたクレジットの増加をプロジェ
クト実施者が指定する保有⼝座に記録します。

プロジェクト実施者と購⼊希望者間との間の⾃由な相対取引（制度管理
者は介在しません）のため、決められた価格はありません。クレジット
の銘柄、取引量等によって価格に差が⽣じるのが⼀般的です。なお、
2016年度よりＪ－クレジットの⼊札販売も⾏っており、Ｊ－クレジット
を買いたい⽅にとって購⼊の選択肢が増えました。
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Ａ

Ａ

Ａ

Ｑ

Ｑ

Ｑ
プロジェクト事業者は、⽅法論に従って算定・モニタリングを⾏うこと
が求められます。そのため、制度で認められている⽅法論以外で温室効
果ガスを削減する場合、新しく⽅法論を作成する必要があります。新規
⽅法論の申請を検討される場合には、まずは、J-クレジット事務局までご
相談下さい。

Ｑ
排出削減活動の場合、温室効果ガス排出量の削減をもたらす活動が実質
的に開始された⽇（例えば、設備の導⼊を伴うプロジェクトの場合、設
備が最初に稼働した⽇）が、プロジェクト登録申請⽇の2年前の⽇以降で
あることを指します。なお、森林管理プロジェクトについては、この要
件は適⽤されません。

Ａ

J-クレジットに有効期限はありません。J-クレジット制度参加者のメリッ
トのページで紹介している各種活⽤⽅法については、J-クレジットを活⽤
できる期限に関する定めは今のところありません。

プロジェクトのCO2削減分の環境価値は、移転先や代理無効化で無効化対
象となった事業者に帰属しますので、プロジェクト実施者はその分の環境
価値の主張ができなくなります。

○主張できる内容︓（例）当該事業は、Ｊ－クレジット制度に登録された
プロジェクトです。

○主張できない内容︓（例）当該事業によりCO2を削減しています。
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Ｑ

Ａ

J－クレジット制度の対象となるプロジェクトは、「⽇本国温室効果ガス排
出量インベントリにおいて直接⼜は間接的に排出削減効果が得られる」プ
ロジェクトを対象としています。
我が国の温室効果ガスインベントリ報告書において、農地の炭素貯留量の
算定に関して、「単年性作物を栽培している⽥、普通畑は成⻑により増加
したバイオマスは短期間で収穫・分解により失われることから経年的な炭
素ストック貯留には寄与しないため、算定対象外である」とし、算定対象
に含めておりません。
このため、温室効果ガスインベントリの考え⽅を踏まえ、J－クレジット制
度では、農産物⾃体について排出削減・吸収活動の対象としていません。

Ａ

Ｑ
Ｊ－クレジット制度の活⽤が期待されるプロジェクト実施者に対して、
プロジェクト計画書の作成⽀援制度（作成代⾏）を設けています。
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１．J－クレジット制度︓https://japancredit.go.jp/

２．⽅法論⼀覧︓https://japancredit.go.jp/about/methodology/

３．登録審査機関⼀覧︓https://japancredit.go.jp/about/vvb/

４．申請⼿続⽀援︓https://japancredit.go.jp/application/support/

５．申請書類
（プロジェクト登録時）

5.1 プロジェクト計画書作成⽀援申請書︓
https://japancredit.go.jp/application/support/

5.2 審査費⽤⽀援申請書︓
https://japancredit.go.jp/application/support/

5.3 プロジェクト登録申請書︓
https://japancredit.go.jp/application/document/

（クレジット認証時）
5.4 クレジット認証申請書︓

https://japancredit.go.jp/application/document/
5.5 モニタリング報告書様式︓

https://japancredit.go.jp/application/document/

６．認証委員会開催情報︓
https://japancredit.go.jp/authentication_committee/

７．クレジットの⼊札販売関係︓https://japancredit.go.jp/tender/

J-クレジット制度全般の問合せ先
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 サステナビリティコ
ンサルティング第1部 J-クレジット制度事務局
TEL ︓ 03-5281-7588
e-mail ︓ help@jcre.jp

付録
2

参考情報（J－クレジット制度HP）
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〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

TEL 03-6744-2473
URL http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/

seisaku/s_j-credit/index.html
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