
「Ｊ－クレジット制度と活用セミナー」

Ｊ－クレジット制度の参加手続きについて

プロジェクト計画書作成からクレジット認証まで

2021年11月25日

環境経済株式会社

経済産業省関東経済産業局委託事業
「令和3年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費
（Ｊ－クレジット制度推進のための地域支援事業 関東局）



はじめに

2050年カーボンユートラルに向け、Ｊ－クレジット制度の関心が
たかまっています。

そこで、Ｊ－クレジット制度に参加し、プロジェクトの策定と、Ｊ－
クレジットが創出の参考になるよう、Ｊ－クレジット制度の申請
から登録、認証までの流れと留意点をまとめました。

ご不明の点等があれば、何なりとお問い合わせください。



プロジェクトと登録から認証までの主な業務
プロジェクト計画書作成からクレジット認証するまでの主な業務は以下のとおりです。
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画
書

項目 担当

プロジェクト発掘

① 制度、支援手続の確認 事業者

② 支援対象、方法論確認 事業者

③ 根拠資料の収集、作成 事業者

④ プロジェクト計画書作成支援申請 事業者

計画書作成

⑤ プロジェクト計画書作成 事務局支援あり

⑥ プロジェクト計画書用資料提供 事業者

⑦ 審査機関対応の資料提供 事業者

審査

⑧ 審査費用支援申請（中小企業等のみ） 事業者

⑨ 審査機関の現地検査 事業者

⑩ 登録申請書作成、提出 事業者

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告

項目

モニタリング報
告準備

① モニタリングデータの収集、集計 事業者

② 根拠資料の収集、作成 事業者

モニタリング報
告書作成

③ モニタリング報告作成 事務局のアドバイスあり

④ モニタリング報告用資料提供 事業者

⑤ 審査機関対応の資料提供 事業者

審査

⑥ 審査費用支援申請（中小企業等のみ） 事業者

⑦ 審査機関の検証 事業者

⑧ 認証申請書作成、提出 事業者



Ｊ－クレジットができるまでのスケジュール

2022年10月以降 30日 60日 90日

モニタリン
報告

作成

審査費用申請 ○

審査

申請 ○

クレジット認証・発行 （認証委員会）○
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2021年

3月 5月 7月 9月

プロジェクト
計画

作成

審査費用支援申請 ○

妥当性確認審査

登録申請 ○

承認・登録 （認証委員会）○

認証委員会は2ヶ月に1回程度、年6回開催されます。それに向け申請の準備を進めます。
クレジットはプロジェクトが承認され、1年経過後にモニタリング報告します。
ここで示した日数はあくまでの参考で、さらに日数を要する場合もあります。

モニタリング期間（原則12ヶ月以上）

プロジェクト
計画書着手

プロジェクト
計画承認

18ヶ月

モニタリング
報告着手

クレジット
認証・発行
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プロジェクト申請前の確認事項

省エネ系更新プロジェクト
項目 内容 使用目的 対象 備考

1 事業者情報
企業の低炭素社会実行計
画への参加の有無を確認

事業者ごと
低炭素社会実行計画に参加している事
業者が創出したクレジットは低炭素社会
実行計画の削減分に充当ができません

2 事業所情報 所在地
実施場所及び重複がない
かの確認

事業所ごと

3 導入設備
空調、照明、ボイラー、
自家発電機など

方法論の確認 設備ごと

4 既存設備 設置時期
法定耐用年数の2倍以内
であるかの確認

設備ごと 竣工図書、

5
導入前のエネル
ギー年間使用量

電気、ガス、重油、灯油
等の使用量

ベースライン排出量の算
定

対象とする設備のエ
ネルギーごと

電気、ガスの使用量のお知らせ、請求
書等

6
導入前の年間エネ
ルギー購入額

電気、ガス、重油、灯油
等の購入金額

投資回収年の算定（3年以
上である確認）

対象とする設備のエ
ネルギーごと

電気、ガスの使用量のお知らせ、請求
書等

7
導入後のエネル
ギー年間使用量（想
定量）

電気、ガス、重油、灯油
等の使用量（想定量）

削減量の算定
対象とする設備のエ
ネルギーごと

電気、ガスの使用量のお知らせ、請求
書等

8
導入後の年間エネ
ルギー購入額（想定
額）

電気、ガス、重油、灯油
等の購入金額（想定額）

投資回収年の算定（3年以
上である確認）

対象とする設備のエ
ネルギーごと

電気、ガスの使用量のお知らせ、請求
書等

9 設備投資額 機器設備、工事
投資回収年の算定（3年以
上である確認）

設備ごと
契約書、請求書等
補助金を受けた場合は交付決定通知
及び精算払請求書の写し

10 既存設備 仕様書 設備の確認 設備ごと 補助事業の申請書、実績報告書等

11 導入設備 仕様書 設備の確認 設備ごと 補助事業の申請書、実績報告書

12
モニタリングシステ
ム

仕様書 設備の確認 設備ごと 計測機器の精度の確認
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プロジェクト申請前の確認事項
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プログラム型省エネ系プロジェクト（事業者用）その1

項目 内容 使用目的 対象 備考

0 運営管理 団体名 運営管理者情報 設置場所、管理責任者、管理体制

1 事業者情報 社名
企業の低炭素社会実
行計画への参加の有
無を確認

事業者ごと

低炭素社会実行計画に参加している
事業者が創出したクレジットは低炭素
社会実行計画の削減分に充当ができ
ません

2 事業所情報 所在地
実施場所及び重複が
ないかの確認

事業所ごと １事業者で複数事業所がある場合

3 導入設備 空調、照明、ボイラーなど 方法論の確認 設備ごと

4 既存設備 設置時期
法定耐用年数の2倍以
内であるかの確認

設備ごと 竣工図書、納入仕様書、銘板等

5
導入前のエネルギー
年間使用量

電気、ガス、重油、灯油等
の使用量（過去1年程度）

ベースライン排出量の
算定

対象とする設備
のエネルギーごと

モニタリングデータ（モニタリングシス
テム、計量器等）

6
導入前の年間エネル
ギー購入額

電気、ガス、重油、灯油等
の使用量（過去1年程度）

投資回収年の算定 事業所全体
電気、ガスの使用量のお知らせ、請求
書等

7
導入後のエネルギー
使用量（想定量）

電気、ガス、重油、灯油等
の使用量

削減量の算定
対象とする設備
のエネルギーごと

モニタリングデータ（モニタリングシス
テム、計量器等）

8
導入後の年間エネル
ギー購入額（想定額）

電気、ガス、重油、灯油等
の購入金額（想定額）

ベースライン排出量の
算定

事業所全体
電気、ガスの使用量のお知らせ、請求
書等

9 稼働時間
設備の運転時間、電源投
入時間

ベースラインの算定 必要に応じ
設備導入前のエネルギーデータがな
い場合

10 生産量 個数、重量など 原単位 必要に応じ
設備導入前のエネルギーデータがな
い場合



プロジェクト申請前の確認事項

プログラム型省エネ系プロジェクト（事業者用）その２

項目 内容 使用目的 対象 備考

11 設備投資額 機器設備、工事 投資回収年の算定 設備ごと
契約書、請求書等
補助金を受けた場合は交付決定通知
及び精算払請求書の写し

12 既存設備 仕様書 設備の確認 設備ごと 補助事業の申請書、実績報告書等

13 導入設備 仕様書 設備の確認 設備ごと 補助事業の申請書、実績報告書

14 モニタリングシステム 仕様書 設備の確認 設備ごと 計測機器の精度の確認

15 新規展開予定 毎年の導入予定数 事業数の確認 事業者ごと 具体的な場所は必要ありません

プロジェクト計画作成時は1社のみで可

事前に検討すべきこと 運営費用はクレジットの売却益で賄う。

運営事務局 運営主体 会員管理業務、費用負担 通年

クレジット売却益の分配 方法 年1回程度

モニタリング報告 データの集計、報告書作成業務、費用負担 年1回程度
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プロジェクト申請前の確認事項

プログラム型太陽光発電プロジェクト（個人用）

項目 内容 使用目的 対象 用意する資料 備考

0 運営管理 団体名 運営管理者情報
設置場所、管理責任者、管理体
制

1 参加者情報 氏名、所在地
実施場所及び重複が
ないかの確認

設置場所ごと
１事業者で複数事業所がある場
合

2 系統連系 完了日
２年以内の開始事業で
あることを確認

電力会社と
の契約

電力会社との
契約書

3 発電量
導入後の累積発電
量

削減量の算定 発電設備ごと
パワコン、モニ
タ表示器等

4 売電量
導入後の年間売電
量

削減量の算定 発電設備ごと
電気使用量の
お知らせ

5 ソーラーパネル 仕様書 設備の確認 発電設備ごと 仕様書

6 パワーコンディショナー 仕様書 設備の確認 発電設備ごと 仕様書

7 モニタリングシステム 仕様書 設備の確認 発電設備ごと 仕様書

8 電力モニタ 仕様書 精度の確認 発電設備ごと 仕様書

9 新規展開予定 毎年の導入予定数 事業数の確認 事業所ごと 具体的な場所は必要ありません

プロジェクト計画作成時は１者のみで可

事前に検討すべきこと 運営費用はクレジットの売却益で賄う。

運営事務局 運営主体 会員管理業務、費用負担 通年

クレジット売却益の分配 方法 年1回程度

モニタリング報告 データの集計、報告書作成業務、費用負担 年1回程度
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プロジェクトの開始

◆Ｊ－クレジット制度は次の要件を満たしていれば参加できます。

１．対象となる事業

国内で実施され、プロジェクトの登録申請日より2年以内に事業開始（対象となる設備の稼働）したCO2排
出削減になる設備投資。

例）令和3年7月1日申請する事業は、令和元年7月3日以降に開始された事業が対象となります。

２．対象となる事業者

対象となる事業を実施するもしくは実施した法人、団体、個人。
ただし、温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律）の報告義務がある事業者がクレジットを創出し、
他者に転売する場合、そのクレジットに相当する二酸化炭素量が実排出量に上乗せされますので注意が
必要です。

◆支援事業

中小企業者（中小企業基本法に定められた）および社会福祉法人、医療法人、学校法人、自治体等に対し、
プロジェクト計画作成の支援が用意されています。

◆プロジェクト登録までの流れ
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Ｊ－クレジット制度
の対象となる省エ
ネ、CO2削減事業

方法論を確認
プロジェクト計画
書を作成の準備

審査 プロジェクト登録
プロジェクト計画

書を作成



POINT
省エネルギー、再生可能エネルギー関連の設備導入は一定の条件をみたすことでＪ－クレジットの対
象となります。

対象となる設備導入の例

◇省エネルギー等

（燃料転換、高効率化）ボイラー、ヒートポン
プ、空調設備、照明設備、

コージェネレーション、ポンプ・ファン等の導
入または導入

◇化石燃料を再生可能エネルギーに代替

太陽光発電設備、水力発電設備、風力発電
設備、バイオマスボイラーの導入等

照明設備
の導入

高効率ボイラー
（燃料転換を含む）

導入ボイラー
の導入

高効率空調機

導入
空調設備
の導入

FLR管球・電球・
誘導灯・水銀灯等

ＬＥＤ照明等
高効率照明

導入

省エネ、CO2削減
になる設備導入

方法論を確認
プロジェクト計画
書を作成の準備

審査 プロジェクト登録
プロジェクト計画

書を作成
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プロジェクト登録までの流れとポイント

• 省エネ、CO2削減につながる設備導入を実施した、もしくは計画している



プロジェクト登録までの流れとポイント

POINT 方法論は規程文書とがイラストで説明した概要版で確認できます。

＜例＞方法論の概要版 EN-S-001：ボイラーの導入
確認事項①②③を満たせば『方法論 EN-S-001：ボイラーの導入』で申請ができます。

確認事項①
導入設備がイメージ
と同じ。
異なる場合はJ－クレ
ジット制度事務局と相
談

確認事項②
【適用条件】に
当てはまっている

確認事項③
【主なモニタリング
項目】の資料を用
意できる

Ｊ－クレジット 方法論

で検索

省エネ、CO2削減
になる設備導入

方法論を確認
プロジェクト計画
書を作成の準備

審査 プロジェクト登録
プロジェクト計画

書を作成
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プロジェクト登録までの流れとポイント

J－クレジットのホームページで方法論を確認する



POINT

自社で
実施

通常型YES

NO
複数の設備導入した事

業者もしくは個人

条件：方法論が共通であること

・排出削減量が見込め、単独に事業所で実施する場合は「通常型」
・小規模な排出削減量で、複数をまとめる事ができる場合は「プログラム型」

プログラム型

例：住宅における太陽光発電
設備の導入等

通常型、プログ
ラム型を選択

支援を受ける
準備をする

必要書類を準
備

資料作成およ
び算定

省エネ、CO2削減
になる設備導入

方法論を確認
プロジェクト計画
書を作成の準備

審査 プロジェクト登録
プロジェクト計画

書を作成

プログラム型の要件はJ－クレジット制度
のホームページから実施規程および【第
13回運営委員会参考資料1】プログラム
型プロジェクトイメージ図で確認できます。
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プロジェクト登録までの流れとポイント

プロジェクトを通常型あるいはプログラム型で検討する



プロジェクト登録までの流れとポイント

POINT 第三者検証機関による審査費用の80％は国から支援が受けられます。

◆2021年度の支援

１．プロジェクト計画の作成のための資料作成（事業者負担）

２．プロジェクト計画作成の支援が受けられます（J－クレジット制度事務局）

３．審査費用の支援が受けられます。（J－クレジット制度事務局）

４．CO2削減見込量が年間100t-CO2以上であること

＜プロジェクト計画書の作成支援＞

1事業者当たり1方法論につき1回支援されます。

＜妥当性確認の審査費用支援＞

1事業者当たり1年間に2回まで支援されます。ただし1方法論につき1回支援されます。

通常型、プログ
ラム型を選択

支援を受ける
準備

必要書類を準
備

資料作成およ
び算定

省エネ、CO2削減
になる設備導入

方法論を確認
プロジェクト計画
書を作成の準備

審査 プロジェクト登録
プロジェクト計画

書を作成
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プロジェクト登録までの流れとポイント

プロジェクト計画書の作成支援の確認



プロジェクト登録までの流れとポイント

POINT プロジェクト計画書を作成に必要な資料の用意

＜主な用意する資料＞
1. 使用エネルギーの確認 － 導入前設備と導入後設備
2. 導入前と導入後の設備の仕様書と写真 － カタログ、設備銘板の写真、外観写真
3. 導入前と導入後のエネルギー使用量が分かる資料－各1年分請求書、使用量のお知らせ等
4. 計測器の仕様書
5. エネルギーコスト － 各1年分請求書、使用量のお知らせ等
6. 設備投資額の根拠 － 工事の契約書および請求書
7. 補助金の交付〔補助金受給者のみ〕 －交付決定通知書、精算払い請求書等
8. 導入前と導入後の図面－導入設備の配置図、配管図、電気図など

注意 導入前の設備の写真、図面は必ず保管。

通常型、プログ
ラム型を選択

支援を受ける
準備

必要書類を準
備

資料作成およ
び算定

省エネ、CO2削減
になる設備導入

方法論を確認
プロジェクト計画
書を作成の準備

審査 プロジェクト登録
プロジェクト計画

書を作成
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プロジェクト登録までの流れとポイント

プロジェクト計画書作成のための準備（ソフト支援機関） ～資料の用意～



プロジェクト登録までの流れとポイント

＜ボイラーの導入＞

1. 導入後のボイラーの燃料使用量または発熱量を請求書や熱量計等で算出する。

2. 導入前のボイラーは直近の法定検査証を用意。－導入前のボイラーが正常に運転していたことを示す。

3. 導入前後のランニングコストの算出 － 保守管理費がわかる資料を用意。 投資回収年の算出に使用。

＜空調設備の導入＞

1. 導入前空調設備の廃棄について

冷媒の廃棄処理方法が法律（下記）で義務付けられています。引取り証明書等を用意（下記）

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（平成13年法律第64号）第19条
に規定する第一種特定製品廃棄等実施者に該当する場合、同法に定める引取り証明書等

2. 導入後の空調機に電力量計を設置

＜照明設備の導入＞

1. 点灯時間の算出方法－集中管理データ、就業時間と年間カレンダー、タイムカード等から集計する。

人感センサーで点灯する場所や、点灯時間が変化する場所などで算出が難しい場合は対象外とする。

通常型、プログ
ラム型を選択

支援を受ける
準備

必要書類を準
備

資料作成およ
び算定

省エネ、CO2削減
になる設備導入

方法論を確認
プロジェクト計画
書を作成の準備

審査 プロジェクト登録
プロジェクト計画

書を作成
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プロジェクト登録までの流れとポイント

プロジェクト計画書作成のための資料作成 ～主な方法論ごとのポイント～



プロジェクト登録までの流れとポイント

【導入前設備】 CO2排出量 【導入後設備】 CO2排出量

燃料
使用量

・A重油（kℓ）
・灯油（kℓ）
・LPG（t）
・LNG（t）
・都市ガス（N㎥）

電力使用量（kWh）

×単位発熱量（GJ/単位）× CO2排出係数（t-CO2/GJ）＝ CO2排出量（t- CO2/期間）

× CO2排出係数（t- CO2/GJ）＝CO2排出量（t- CO2/期間）

POINT エネルギーは電力、燃料等様々あります。
燃料使用量は、単位発熱量換算係数を乗じて熱量（GJ）に単位を統一し、単位発熱量あたりのCO2

換算係数を乗じてCO2排出量を算定します。電力使用量は系統電力の排出係数を乗じてCO2排出
量を算定します。導入前CO2排出量と導入後CO2排出量のエネルギー使用量を比較します。

＜燃料使用量のCO2排出量の算出＞

＜電力使用量のCO2排出量の算出＞

＜ CO2排出削減量（認証量）の算出＞

＝ CO2排出削減量（認証量）（t- CO2/期間）－

通常型、プログ
ラム型を選択

支援を受ける
準備

必要書類を準
備

資料作成およ
び算定

省エネ、CO2削減
になる設備導入

方法論を確認
プロジェクト計画
書を作成の準備

審査 プロジェクト登録
プロジェクト計画

書を作成
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プロジェクト登録までの流れとポイント

プロジェクト計画書作成のための資料作成 ～算定方法～



プロジェクト登録までの流れとポイント

プロジェクト計画書は申請事業者が作成および用意した資料をもとにＪ－クレジット制度事務局が作成します。

必要に応じ、追加資料を用意する必要があります。

審査に係る、支援はありません。
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プロジェクト計画書を作成する

省エネ、CO2削減
になる設備導入

方法論を確認
プロジェクト計画
書を作成の準備

審査 プロジェクト登録
プロジェクト計画

書を作成

POINT

資料提出

申請事業者
J－クレジット制度

事務局
問合せ

回答

申請書提出

J－クレジット制度事務局が支援

プロジェクト登録までの流れとポイント



POINT 審査はJ－クレジット制度事務局が選定した第三者検証機関が実施します。
申請書類を作成に使用した資料は審査時の根拠資料となるためファイルにまとめます。
PDF等の電子データ化して保管します。
審査に関わる業務は支援の対象外です。原則事業者ご自身で対応します。

事前の書類審査 現地審査 修正 審査完了

 プロジェクト計画書の
審査

 根拠資料、付属資料
の確認

 実際の設備、設置場
所、計測データの取
得方法、管理方法等
の確認

 書類審査時に確認で
きなかった、資料等
の確認

 現地審査後、必要に
応じ修正

 審査完了後『妥当性
確認報告書』が審査
機関から発行

省エネ、CO2削減
になる設備導入

方法論を確認
プロジェクト計画
書を作成の準備

審査 プロジェクト登録
プロジェクト計画

書を作成

J－クレジット制度事務局が支援
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プロジェクト登録までの流れとポイント

審査を受ける



必要書類

・プロジェクト登録申請書
・プロジェクト計画書
・プロジェクト計画書 別紙
・プロジェクト実施者誓約書
・妥当性確認報告書（審査機関が作成したもの）
・その他の添付資料
プログラム型プロジェクトは、実施規程で定められ
ている資料も添付。
プロジェクト計画書は、審査機関による妥当性確認
を受けたものを提出。また、審査機関が発行する
妥当性確認報告書も併せて提出。

締切日 開催予定の委員会ごとの締切日を確認。

提出方法
電子メール（押印した申請書類のPDFファイル添付）
モニタリング報告書、モニタリング報告書別紙、検
証報告書はWordファイル又はExcelファイルを添付。

①申請書の種類を確認
申請書の書式はＪ－クレジット
制度のホームページからダウ
ンロードできます。

提出先

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社
環境エネルギー第２部
Ｊ－クレジット制度事務局
03-5281-7588
project@jcre.jp

②提出締切日、提出先を確認
認証委員会開催日のおよそ1か
月前が提出書類の締切り日と
なります。

プロジェクト登録までの流れとポイント

省エネ、CO2削減
になる設備導入

方法論を確認
プロジェクト計画
書を作成の準備

審査 プロジェクト登録
プロジェクト計画

書を作成

J－クレジット制度事務局が支援
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プロジェクト登録までの流れとポイント

申請書類を提出後、認証委員会でプロジェクト登録されます。



モニタリング報告書作成

Ｊ－クレジットを創出する際に必要なモニタリング報告書作成の流れを説明しています。

◆モニタリング報告書作成

モニタリング報告書作成の準備としてプロジェクト計画書に定められた資料を用意し、モニタリ

ング報告書を作成します。作成にあたりJ－クレジット制度事務局の助言が受けられます。

通常型は2年に1回、プログラム型は1年に1回、審査費用支援が受けられます。

＜問合せ先＞

・Ｊ－クレジット制度事務局

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 環境エネルギー第２部

Ｊ－クレジット制度サポートデスク

TEL：03-5281-7588 E-mail：help@jcre.jp

・J-クレジット制度HPアドレス

https://japancredit.go.jp

◆モニタリング報告書作成の流れ
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モニタリングデータを集計 モニタリング報告書を作成 検証 クレジット認証



①EN-S-002　ver.1.1

（１）活動量（燃料消費量、生成熱量、生産量等）

A.4.1　モニタリング計画

カタログ値 年 0.017 カタログ値×台数

実測値から平成２５年度
使用実績を元に算出

電力計の計測値

Ｒ744（ＣＯ2）

根拠単位 分類 ※1 頻度 想定値

※1 モニタリング・算定規程に沿って、分類Ａ・Ｂ・Ｃのいずれかの方法を選択すること。

　　分類Ｂ（計量器）を用いる場合には、A.4.2において計量器やモニタリングポイントの説明を行うこと。

　　分類Ｃ（概算等）を用いる場合には、A.4.3において概算・推定方法の詳細について説明すること。

概要

モニタリング方法 プロジェクト計画での想定

Ｂ 月

備考

記号 定義

kWh

モニタリング項目

Ａ

プロジェクト実施後のヒートポ
ンプにおける電力使用量

 ELPJ

ｔ
プロジェクト実施後のヒートポ
ンプに当初充填されている
冷媒の量

67,347.3

年 0.006 カタログ値×台数 Ｒ407Ｃ

ＦＡＰＪ

プロジェクト実施後のヒートポ
ンプに当初充填されている
冷媒の量

ｔ Ａ カタログ値

モニタリング報告書の作成に必要な資料は、プロジェクト計画書 別紙のA.4.1 モニタリング計画
に記載されています。クレジット認証期間内のデータを集計し、モニタリング報告書を作成します。

プロジェクト計画書のモニタリング計画例

モニタリングデータを集計 モニタリング報告書を作成 検証 クレジット認証

POINT
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モニタリング報告書の流れとポイント

モニタリングデータを集計



モニタリングデータの根拠が審査機関の検証に必要です。検証のポイントは伝票等の集計にミス
がないか、正しい値を使用しているかなどがあげられます。

モニタリング報告書の流れと各ポイント

モニタリングデータを集計 モニタリング報告書を作成 検証 クレジット認証

POINT

（１）燃料使用量集計方法

【パターン例①】 燃料供給会社の納品書、請求書等の使用量の集計

【パターン例②】 BEMS等のデータ

【パターン例③】 ボイラーの場合 ボイラー運転日誌

（２）点灯時間集計方法

【パターン例①】 年間カレンダー・営業日数の確認・就業規則・営業時間等

【パターン例②】 従業員タイムカード

（３）日照時間の集計方法

【パターン例①】 気象庁の当該地域の日照時間

（４）冷房暖房時期の集計方法

【パターン例①】 気象庁の当該地域の平均気温等

【パターン例②】 冷暖切り替え記録（運転日報）
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モニタリング報告書の流れとポイント

モニタリングデータを整理



モニタリング報告書は、プロジェクト計画書に従って作成します。作成にあたりJ-クレジット事務局
の助言が受けられます。プロジェクト計画書から変更点があった場合は変更届を提出します。
変更内容が形式的ではない場合は、再妥当性審査が必要な場合があります。

モニタリング報告書の流れと各ポイント

モニタリングデータを集計 モニタリング報告書を作成 検証 クレジット認証

POINT

変更

モニタリング報告書作成

なし

あり

形式的ではない変更
<計画内容>
・モニタリング方法 ・モニタリング頻度
・係数 ・機器効率等

形式的な変更
<事業者情報>
・担当者名変更 ・社名変更
・会社住所変更 ・担当者連絡先変更
<計画内容>
・クレジット認証期間の延長

変更届
の作成

再妥当性審査が必要な場合があります。

モニタリング報告書
作成

2021年7月 Copyright@環境経済株式会社 22

モニタリング報告書の流れとポイント

プロジェクト計画書に従って、CO2削減（クレジット）量を算出



POINT 申請書類の根拠資料はファイルでまとめます。審査時に確認する場合があります。
PDF等で電子データ化します。

書類審査
現地審査

(省略される場合あり)
修正 検証完了

 モニタリング報告書
の審査

 根拠となる資料の確
認

 導入後の設備が計
画通りに継続して使
用されているか確認

 書類審査時に確認が
できなかった資料等
の確認

 書類審査、現地審査
後、審査機関の求め
に応じ修正

 審査機関から「検証
報告書」が発行

モニタリング報告書の流れと各ポイント

モニタリングデータを集計 モニタリング報告書を作成 検証 クレジット認証
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モニタリング報告書の流れとポイント

検証を受ける



提出先

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社
環境エネルギー第２部
Ｊ－クレジット制度事務局
03-5281-7588
project@jcre.jp

①申請書の種類を確認
申請書はJ-クレジット制度
のホームページからダウ
ンロードできます。

②提出締切日、提出先を確認
認証委員会開催日のおよそ
1か月前が提出書類の締め
切り日です。

必要書類

•クレジット認証申請書
•モニタリング報告書
•モニタリング報告書 別紙
プログラム型プロジェクトについては、実施規程で
定められている資料も添付する。
審査機関が発行する検証報告書も併せて提出。

締切日 開催予定の委員会ごとの締切日を確認。

提出方法

電子メール
（押印した申請書類のPDFファイル添付）
モニタリング報告書、モニタリング報告書別紙、検
証報告書はWordファイルまたはExcelファイルを添
付。

モニタリング報告書の流れと各ポイント

モニタリングデータを集計 モニタリング報告書を作成 検証 クレジット認証
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モニタリング報告書の流れとポイント

申請書類を提出後、認証委員会でクレジット認証されます。



環境経済株式会社
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2 大丸ビル4F

電話 03-5577-2061 FAX 03-5577-2065

メールアドレス ： kantaro-ozaki@kankyo-keizai.jp 
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