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～2015 年もイベントが目白押しです～
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■2014 年 12 月 1 日
カーボン・オフセット第三者認証基準の改訂について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18912

---J-COF 出展イベント-----------------------------------------■インターナショナルファッション・フェア
開催日時：2015 年 1 月 21 日（火）～23 日（水）10：00～18：00
（最終日は 17：00 まで）
開催場所：ル東京ビッグサイト西展示棟
http://www.senken-ex.com/iff/index.html

---関連イベント-----------------------------------------------■だれでもできる環境貢献カーボン・オフセットの普及促進
～マッチングセミナー2015in 近畿～
＜開催日時＞2015 年 1 月 15 日（木）13：00～16：30
＜場

所＞大手門学院大阪城スクエア

大手前ホール

＜主

催＞近畿地域カーボン・オフセット推進ネットワーク
（事務局：一般財団法人大阪府みどり公社）

＜内

容＞第１部

オープニングセレモニー
・開会挨拶
・環境省講演

第２部

カーボン・オフセットセミナー

【講演予定団体】
株式会社 e-プランニング、株式会社ノーリツ、ウラセ株式会社
株式会社トノハタ、大阪府森林組合、カルビー株式会社、
特定非営利活動法人イー・ビーイング、
株式会社日本オフセットデザイン創研

その他、カーボン・オフセット商品のパネル展示や商品展示を行います。
http://osaka-midori.jp/carbonoffset/pdf/seminar2015.pdf

■カーボン・オフセット見本市（販売会） 参加登録不要
＜開催日時＞2015 年 1 月 20 日（火） 12：00～17：00
＜開催場所＞ サンメッセ鳥栖 佐賀県鳥栖市本鳥栖町 1819
http://kcoa.eco.coocan.jp/mihoniti.JPG

■カーボン・オフセット 見本市（シンポジュ-ム）
＜開催日時＞2015 年 1 月 21 日（水） 10：00～17：00
＜開催場所＞ サンメッセ鳥栖 佐賀県鳥栖市本鳥栖町 1819
http://kcoa.eco.coocan.jp/mousikomi3.JPG

■第 8 回 CO-Net 公開セミナー

※参加無料

～地球温暖化は進んでいる、世界はどこへ向かうのか！～
<開催日時>：2015 年 2 月 17 日（火）
14：00-17：15
<会

（受付 13:40）

場>：横浜市開港記念会館 1 号室
神奈川県横浜市中区本町１丁目６番地

http://www.carbonoffset-network.jp/event_form_seminar.html?id=18
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【カーボン・オフセット制度】
（http://jcs.go.jp/）

≪新着情報≫
■2014 年 12 月 25 日
スケジュールが更新されました。

≪スケジュール≫
カーボン・ニュートラル認証／計画登録／計画登録変更申請の締切日、
及び各委員会の開催予定につきましては、
以下でご確認ください。
http://www.jcs.go.jp/pdf/application/schedule_Neutral.pdf

プロバイダー・プログラム参加申請締切日、
及び各委員会の開催予定につきましては、
以下でご確認ください。
http://www.jcs.go.jp/pdf/application/schedule_opp.pdf

認証機関・予備審査機関登録申請の締切日は
以下で確認ください。
http://www.jcs.go.jp/pdf/application/offset/offset_schedule.pdf

≪制度文書・申請書類≫
★最新の文書類は下記 URL をご確認ください。
http://jcs.go.jp/document.html

カーボン・オフセット認証各種様式関連：http://www.jcs.go.jp/certification-co.html
カーボン・ニュートラル認証各種様式関連：http://www.jcs.go.jp/certification-cn.html
オフセット・プロバイダープログラム各種様式：http://www.jcs.go.jp/certification-op.html

≪お問合わせ先≫
カーボン・オフセット制度事務局
TEL:

03-5425-3744

E-mail: jcs@4cj.org

【Ｊ－クレジット制度】
（http://www.japancredit.go.jp/index.html）
■2014 年 12 月 25 日
審査機関の一覧を更新しました
http://japancredit.go.jp/menu01/vvb.html

■2014 年 12 月 24 日
J－クレジット制度事例紹介（エコプロダクツ２０１４掲載パネル）
を追加しました
http://japancredit.go.jp/menu01/document.html

■2014 年 12 月 22 日
認証委員会情報を更新しました
http://japancredit.go.jp/committee_holding/post-1.html

■2014 年 12 月 16 日
運営委員会開催情報を更新しました
http://japancredit.go.jp/committee_holding/post.html

■2014 年 12 月 22 日
認証委員会情報を更新しました
http://japancredit.go.jp/committee_holding/post-1.html

■2014 年 12 月 12 日
Ｊ－クレジット制度の事例紹介動画を追加しました
http://japancredit.go.jp/menu01/document.html

■2014 年 12 月 09 日
2014 年度セミナー・説明会情報を更新しました
http://japancredit.go.jp/seminar/2014/index.html

≪スケジュール≫
申請書類提出締切日及び委員会開催予定日は、
以下でご確認ください。
http://japancredit.go.jp/committee_holding/post-1.html

≪制度文書・方法論・申請書類≫
改訂はございません。

★最新の文書類は下記 URL をご確認ください。

制度文書 URL：http://www.japancredit.go.jp/menu04/rule.html
方法論 URL

：http://www.japancredit.go.jp/menu04/methodology.html

申請書類 URL：http://www.japancredit.go.jp/menu04/application.html

≪お問合わせ先≫
下記 URL をご確認ください。
http://japancredit.go.jp/contact/index.html

【オフセット・クレジット（J-VER）制度】
（http://www.j-ver.go.jp/index.html）

≪お問合わせ先≫
オフセット・クレジット（J-VER）制度事務局
TEL:

03-5425-3744

∴‥∵‥編 集 後 記

E-mail: jver@4cj.org
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最近はローカルフードの人気が、ますます高まっているようですが
今回ご紹介する「Foodlogica」は、自転車の街として知られるオランダの
アムステルダムで生まれたプロジェクトです。取り組みはズバリ、
「お客さんへクリーンにローカルフードを届けよう！」というもの。
Foodlogica は都市開発の問題に取り組む「CITIES」という団体が、
ローカルフードや近郊農業との新しい向き合い方を考えるために 2010 年
に始めた「Farming the city」というプロジェクトの一環として生まれた
のだそうです。アムステルダムには 2470 軒のレストラン、1740 軒のカフェ、
680 軒のスナックバーがあり、それぞれの店に平均 6.5 回/週の配送が行われ、
これを合計すると 31785 回もの配送が一週間で行われていることに
なりますが、この配送のほとんどはディーゼル車が使われてきたそうです。
そこで Foodlogica はよりクリーンな配送を目指し、アムステルダムを
流れる運河を利用して運ばれてくるコンテナにソーラーパネルを設置し、
その電力を使って動く電動自転車での配送を開始しました。自転車は

明るい緑色、コンテナは白で統一され、街中でも人目を引く配色と
なっています。この電気自転車は、最大 300kg 120×80×140cm の荷物を
100km 先まで運ぶことが可能なのだとか。今年 6 月に開始され 11 月から対応
エリアを本格的に拡大し始めています。スローガンに「NO EMISSIONS,
NO

CONGESTION,NO POLLUTION」(排気ガス、渋滞、公害ゼロ)を掲げ、

更には人々の雇用をもつくり出しているという Foodlogica。彼らは現在、
自転車好きで食に興味がある人を仲間として募集中しているそうです。
Foodlogica がローカルフードと自転車をかけあわせたように、わたし
たちの身近なもの同士をかけ合わせることが、より楽しく素敵な社会
をつくるヒントなのかもしれませんね。大変魅力的な取組みだと
思いました。
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■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。
https://a00.hm-f.jp/index.php?action=C1&a=86&f=8&g=4&c=3602&code=cf78fd15a1bd9495e6ba3
3ffc208c5de

■発行・編集■
カーボン・オフセットフォーラム(J-COF)事務局
一般社団法人海外環境協力センター（OECC) 内
〒105-0003
東京都港区西新橋 3-25-33 NP 御成門ビル 3 階
Mail:info@j-cof.org
Tel: 03-5776-0402
Fax: 03-5472-0145
URL: http://www.j-cof.go.jp
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