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J-COF Direct（2010 年 6 月 18 日発行）
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こんにちは。
カーボン・オフセットフォーラム(J-COF)事務局です。
本日は、オフセット・クレジット(J-VER)全国説明会のお知らせおよび
カーボン・オフセットセミナーのお知らせがあります。
…◆◇ 今号のトピックス ◇◆…………………………………………………
■□

オフセット・クレジット(J-VER)全国説明会開催について

■□

「カーボン・オフセット

グローバル動向」セミナー

………………………………………………………………………………………

●オフセット・クレジット(J-VER)全国説明会
-新たな温室効果ガス排出削減プロジェクト等の開拓と支援事業(補助金)
の公募について(主催：環境省）

環境省では、平成 20 年 11 月、木質バイオマスの利活用や間伐等の森林管理等
の国内のプロジェクトにより実現された温室効果ガス排出削減・吸収量を
カーボン・オフセットに用いられるクレジットとして認証するオフセット・
クレジット(J-VER)制度(以下、
「J-VER 制度」)を創設しました。
J-VER 制度を活用したカーボン・オフセットの取組を推進するため、平成 21
年６月・11 月に、J-VER 制度に関する全国説明会(第 1 回・第 2 回)を開催し、
多数の方に御参加いただきました。
この度、第 2 回に引き続き、地方公共団体及び事業者等を対象に、新たな温
室効果ガス排出削減プロジェクト等の開拓と支援事業(補助金)の公募につ
いて、全国 10 箇所で説明会を開催いたします。

いずれも事前申込ですので、御希望の会場の開催日の 5 日前までに、J-COF
ホームページから御登録ください。
→

http://www.j-cof.org/temporary/zenkoku_jver2010.html

会場のお席に限りがあるため、
定員になり次第申込みを締め切らせていただきます。
＜開催日時・場所＞
※開場 13:30、開始 14:00、終了 17:00
日時・会場
6 月 17 日(木) 大阪 新梅田研修センター (終了)
6 月 22 日(火) 福岡 福岡国際会議場 中会議室

(受付終了)

6 月 23 日(水) 東京 学術総合センター 一橋記念講堂
6 月 28 日(月) 広島 広島国際会議場 コスモス
6 月 30 日(水) 名古屋 名古屋国際会議場 234 会議室
7 月 2 日(金) 高松 高松商工会議所 大ホール
7 月 14 日(水) 金沢 石川県地場産業振興センタ－ 第 5 研修室
7 月 15 日(木) 埼玉 浦和ロイヤルパインズホテル ロイヤルクラウン
7 月 22 日(木) 盛岡 ホテル東日本盛岡 鳳凰の間
7 月 23 日(金) 札幌 TKP 札幌ビジネスセンター (ヒューリック札幌ビル 5 階)
＜プログラム(変更になる可能性がございます)＞
(1)第 1 部
オフセット・クレジット(J-VER)制度の概要説明
新規方法論の紹介
(2)第 2 部
J-VER 制度活用のための申請、第三者検証受験費用支援の説明
個別相談会(事前登録制)
※個別相談会では、環境省、海外環境協力センター(OECC)のほか、
オフセット・クレジット(J-VER)制度を活用する事業者の皆様への支援事業
を環境省より受託している三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社
・株式会社三菱総合研究所のほか山村再生支援センターなどが、
各種お問い合わせに直接対応いたします。
なお、本説明会は地球温暖化防止への取組の一つとして、説明会の運営に
伴う CO2 の排出を徹底的に削減した上で、避けられない排出分についてカー

ボンクレジットの購入などを通じて相殺し、CO2 排出プラスマイナスゼロと
するカーボン・オフセットを実践します。
＜参加申込＞
参加費は無料です。
事前に必ず J-COF ホームページにて申込をお願いいたします。
J-COF ホームページ
→

http://www.j-cof.org/temporary/zenkoku_jver2010.html

参加にあたっては、申込み完了後にメール配信する「参加票」をご持参ください。
＜お問合せ＞
本申し込みに関する質問等は下記までお願いいたします。
J-VER 全国説明会運営事務局(担当：野地、金子、松村)
社団法人海外環境協力センター(OECC)内
〒105-0011 東京都港区芝公園 3-1-8 芝公園アネックス 7 階
phone: 03-5472-0144
fax: 03-5472-0145
email: j-ver_seminar2@j-cof.org

―――――――――――――――――――――――――――――――――
●「カーボン・オフセット グローバル動向」セミナー
～欧州の先進的な取り組み／質の高いオフセット事業から、
日本の今後の排出権取引、カーボン・オフセットの方向性を探る～
(主催：株式会社エコノス / 後援：スイス大使館、スイス・ビジネス・ハブ）

欧州の代表的なカーボン・オフセットプロバイダーであるスイス NPO 法人
myclimate 代表／レネ・エスターマン氏の来日に合わせ、カーボン・オフ
セットに関するセミナーを開催します。
欧州の最新状況を現地代表から直接学び、具体的な事例を交えながら、
日本の今後のカーボン・オフセット動向を探るセミナーとなっております。

1）日程：7 月 5 日（月）
受付開始 12:30－ 開会 13：00－

閉会 15：30

2）会場：学術総合センター 2F 中会議場
http://www.zam.go.jp/i00/i0000000.htm
3）アジェンダ
下記の URL をご参照ください。
http://offset-ecoco.com/20100705.pdf

4) お申込みについて
以下の内容を明記の上、7 月 2 日（金）までに、
送付先(seminar@eco-nos.com)までご連絡ください。
------セミナーご出席連絡について---------------■送付先： seminar@eco-nos.com
■件名：7/5(月）カーボン・オフセットグローバル動向セミナー
■本文
１．企業名・地方自治体名
２．所属部署
３．出席者氏名
４．役職
５．TEL
６．E-mail
--------------------------------------------詳細につきましては、主催者までお問い合わせください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
●「カーボン・オフセットに関するガイドライン勉強会」（基本編）

カーボン・オフセットフォーラムでは、カーボン・オフセットの取組
を適切に実施していただくため、環境省がこれまで策定した各種ガイド
ラインや、カーボン・オフセット認証に関する勉強会を実施いたします。
これからカーボン・オフセット取り組もうとする事業者様で、ご興味の
ある方は是非ご参加ください。
開催概要
日時

： 平成 22 年 6 月 25 日(金) 13：30-15：30 （13：20 受付開始）

場所

： （社）海外環境協力センター

会議室

東京都港区芝公園 3-1-8 芝公園アネックス 7 階
http://www.oecc.or.jp/contents/access.html
主催

： カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）

プログラム：１
２

カーボン・オフセットの概要と事例紹介
カーボン・オフセット関連ガイドラインの説明及び活用法

（環境省指針、第三者認証基準、情報提供/算定方法ガイドライン等）
３
定員

：

25 名

申込み方法 ：

カーボン・オフセット認証申請のながれ、申請方法、ポイント
（具体的にオフセット実施予定の方を優先させていただきます）
参加ご希望の方は、6 月 21 日（月）までに、件名に「6/25

セミナー参加希望」と記載のうえ、[1]氏名、[2]所属、[3]電話番号、[4]
メールアドレス、 [5] オフセット実施予定の有無、 [6] 知りたい内容
を明記し、 info@j-cof.org にメールでお申し込みください。参加申込みが
定員に達した場合、オフセット実施予定の方を優先的にご案内させていた
だきます。参加の可否については、6 月 22 日までにご連絡いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
◇オフセットイベント情報
―――――――――――――――――――――――――――――――――

2010 年 7 月 15 日～8 月 27 日
地域カーボン・カウンセラー養成講座
（主催：一般社団法人カーボンマネジメント・アカデミー、東京)
http://carbon-academy.org/?page_id=142

◆メールマガジン・その他問い合わせは、事務局までメールにてご連絡ください。
info@j-cof.org
◆メール配信停止ご希望の方は以下のアドレスをクリックしてください。
▼カーボン・オフセットフォーラムへのお問い合わせはこちら▼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□発行・編集□■
カーボン・オフセットフォーラム(J-COF)事務局
（社）海外環境協力センター（OECC)
〒105-0011 東京都港区芝公園 3-1-8 芝公園アネックス 7 階
TEL 03-5776-0402 / FAX 03-5472-0145
URL http://www.j-cof.org / e-mail info@j-cof.org
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※このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。

