有効期間満了：2011 年 11 月 30 日
案件名

平成２３年度販売分カーボンオフセットはがき

申請者

郵便事業株式会社

案件の概要

個人・団体等はカーボンオフセットはがきを購入することで、それぞれ
が排出した CO2 をオフセットすることが出来る。

認証区分・タイミング

Ⅱ（自己活動オフセット支援）
オフセット予定認証

カーボン・オフセット

申請者の提供する商品・サービス等の購入者

の主体（帰属先）
算定範囲

カーボンオフセットはがき購入者の『2010 年度の温室効果ガス排出量
（環境省発表）
』において『家庭部門』に分類されている家庭からの排出
量（1 日分）

オフセット量 / 算定

31,098 t／57,452t

排出量
クレジット種別

京都クレジット（種類：CER）またはオフセット・クレジット(J-VER)

プロジェクト名

平成 24 年度配分事業団体による排出権取得、償却・無効化事業で使用
されたクレジットの創出プロジェクト

無効化日

平成 25 年 3 月末に完了

情報公開

【カーボン・オフセットの仕組みの説明】
カーボンオフセットはがきに付加された寄附金（１枚につき 5 円）及び
郵便事業株式会社からのマッチング寄附金の合計 7.8 円の寄附金によ
り、国連認証 CER クレジットまたは J-VER クレジットの取得・償却（無
効化）事業を行います。
【地球温暖化対策の喫緊性の説明】
人間の活動により排出された CO2 等の温室効果ガスにより温暖化が引
き起こされている。カーボンオフセットはがきを購入するという身近な
ことで、購入者の日常生活から排出される CO2 排出量をオフセットで
きるというこの仕組みは、地球温暖化対策の喫緊性があると言える。
【カーボン・オフセット商品等提供主体の削減努力】
☑

環境マネジメントシステムに関する認証を取得しています。
認証制度名
☑

ISO14001：

□

その他具体的に：

☑ （オフセットの）対象活動の範囲外における削減取組を実施しています。
具体的に：
全国にある弊社支店（1,110 箇所）
・支社（13 箇所）・本社において、
節電・ペーパーレス・電気自動車配備等の環境負荷削減活動を実施し
ている。
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【消費者（参加者）の削減努力の促進に関する情報】
☑

申請者はオフセット主体の日常生活において、GHG 排出量等環境

負荷の少なくなくなるようなライフスタイルを推進しています。
具体的に：
オフィシャルサイト等でのカーボンオフセットはがき 1 枚あたりのオ
フセット量の紹介や、カーボンオフセットはがき購入とエコ・アクショ
ン・ポイント付与の施策を連動させ、
個人のＣＯ２削減の見える化を推進することにより、環境負荷の少なく
なるような生活への支援や提案を行っている。
参考 URL：http://www.carbonoffset-nenga.jp/index.html
【オフセットの対象とする活動、期間、人数、距離等】
オフセットの対象活動（バウンダリ）内の主要排出源の特定：
カーボンオフセットはがき購入者の『2010 年度の温室効果ガス排出量（環
境省発表)』に

おいて『家庭部門』に分類されている家庭からの排出量（1

日分）

算定範囲：
カーボンオフセットはがき購入者の『2010 年度の温室効果ガス排出量（環
境省発表)』において『家庭部門』に分類されている家庭からの排出量（1
日分）

【対象とする活動に伴う排出量とオフセット量】
（この申請における（総）オフセット量）
31,098 t-CO2
カーボンオフセットはがきによるオフセット量は配分団体、排出権を取
得するプロジェクト、寄附金額が決定し、すべての配分団体が取得・償
却を完了したための確定値。
【算定の根拠としたガイドライン名または算定式等】
（算定レベル）
①算定方法ガイドライン ver1.1 （P.7）デシジョンツリーにおいて求め
られる算定レベル：レベル

１ 以上

②実際の算定レベル：レベル １（一部異なる場合：一部レベル ）
（算定式）
平成 24 年度配分事業によるとはがき 1 枚当たりのオフセット量は
2.8688kg となった。はがき 1 枚の購入により、家庭から排出される CO2
約一人半日分のオフセットができる。
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（概算根拠）
助成金総額は 9,142 万円、はがき販売枚数は約 1,084 万枚。
償却・無効化量は CER 26,000t、J-VER 5,098t、合計 31,098t。
はがき１枚当たりの削減量は、
31,098,000kg÷10,840,000 枚=2.8688kg
平成 22 年度の家庭からの CO2 排出量（年間一世帯当たり）は、全国
地球温暖化防止活動推進センター（JCCCA）によると、4,758kgCO2 と
なっている。
（参照 URL： http://www.jccca.org/chart/chart04_06.html）
一世帯あたりの平均人数は 2.46 人であるので、
一人当たりの家庭部門からの年間 CO2 排出量は、
4,758kg÷2.46 人＝1,934.14kg 約 1,934kg／人・年
一人１日分の排出量は、
1,934kg÷365 日=5.299kg 約 5.3kg／人・日
はがき１枚分の削減量は、家庭部門からの一人当たり排出の何日分に
当たるかを計算すると、
2.8688kg÷5.3kg＝0.5413 日 となり、
約 0.5 日分にあたる。
すなわち、はがき１枚分で約一人半日分の排出量のオフセットが可能
となる。
【保守性】
☑

総排出量算定の際に切り上げを行っている。

（活動量とその根拠等）
・実績年度・文書名：「2010 年度の温室効果ガス排出量（確定値）につ
いて」
：「人口推計（平成 22 年 10 月 1 日現在）」
・データ元：環境省
：総務省
☑

利用可能な最新の値を用いている

※以下、必要に応じて記載枠数を追加する

こと。

・実績年度・文書名：「2010 年度の温室効果ガス排出量（確定値）につ
いて」
：「人口推計（平成 22 年 10 月 1 日現在）」
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・データ元：環境省
：総務省
【クレジットの種類】
☑

京都クレジット（種類： CER ）

☑

オフセット・クレジット（J-VER）

【クレジットの認証プログラム（制度）名】
カーボンオフセット年賀寄附金配分事業
【クレジットの調達状況】
カーボンオフセット年賀寄附金配分事業により取得・償却（無効化）す
るクレジットは申請団体により異なり、平成 23 年度販売分カーボンオ
フセットはがきに付加された寄附金による配分事業は平成 24 年度に実
施することとなっている。
【クレジットの無効化方法】
カーボンオフセット年賀寄附金の配分を受けた日本の非営利団体を通
じ、国連認証 CER クレジットまたはオフセット・クレジット J-VER を
取得し、日本政府の償却口座へ移転する。
【クレジット調達期限・通知方法】
平成 25 年 3 月に完了。
カーボンオフセット年賀寄附金配分事業では、配分する年度内に事業を
完了することとなっている。
無効化でき次第、その旨をカーボンオフセットオフィシャルサイト、年
賀寄附金ホームページ及び郵便 CSR ブログにて紹介。
【プロジェクト名】
平成 23 年度販売分カーボンオフセットはがきに付加された寄附金によ
る配分事業は平成 24 年度に実施することとなっている。
【プロジェクト実施国・実施地域】
発展途上国または日本
【プロジェクトタイプ】
平成 23 年度販売分カーボンオフセットはがきに付加された寄附金によ
る配分事業は平成 24 年度に実施することとなっている。
【プロジェクト概要】
平成 23 年度販売分カーボンオフセットはがきに付加された寄附金によ
る配分事業は平成 24 年度に実施することとなっている。
【プロジェクト期間】
平成 23 年度販売分カーボンオフセットはがきに付加された寄附金によ
る配分事業は平成 24 年度に実施することとなっている。
【プロジェクトの排出削減・吸収量】
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カーボンオフセット年賀寄附金配分事業によりクレジットを取得するプ
ロジェクト及び吸収量は申請団体により異なる。平成 23 年度販売分カ
ーボンオフセットはがきに付加された寄附金による配分事業は平成 24
年度に実施することとなっている
【商品・サービス（チケット等）当たりの販売価格】
販売価格は 1 枚 55 円（寄附金 5 円を含む。）
【消費者等のオフセットに関する価格負担の有無】
はがき 1 枚あたり 5 円の寄附金が含まれている。
【その他支払に関する事項（申込有効期限、不良品のキャンセル対応、
販売数量、引き渡し時期、総量、支払方法、返品期限、返品送料）】
最寄の郵便局または郵便事業株式会社支店の窓口にて購入可能。
インターネット販売の場合のみ：
【販売事業者名】
郵便事業株式会社
【運営統括責任者名】
鍋倉 眞一
【連絡先（所在地、電話番号、e-mail）
】
〒100-8798
東京都千代田区霞が関 1-3-2
お客様サービス相談センター：0120-23-28-86
【ウェブサイトリンク先】
http://www.yubin-nenga.jp/online/nenga-sale.html
【カーボン・オフセットの主体】
申請者の提供する商品・サービス等の購入者

