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交通・観光カーボンオフセットの普及をめざして 
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カーボンオフセットは地球にやさしい！ 

•ライフスタイル、ビジネススタイルを低炭素社会型にシフトさせる効果 

•温室効果ガスの排出削減・吸収プロジェクトへの資金供給に貢献 

カーボンオフセットはお客様にとっても便利！ 

•手軽に地球温暖化対策に貢献できる 

カーボンオフセットは事業者にとっても魅力！ 

•温暖化問題への積極的な取組み姿勢をアピールできる 

•商品・サービスの差別化も期待できる 

でも、個々の事業者が取り組むのは大変そう！ 

•CO2排出量はどのように算定する？ 

•排出権の購入等の手続きはどうする？ 

•お客様にはどんな情報提供をする？ 
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カーボンオフセットの流れ～商品使用・サービス利用関連～ 
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国別登録簿、 

J-VER登録簿等 

オフセット料金
上乗せ ※ 

無効化 

 投資・購入 購入 

排出権 

資金 

  情報提供        

（オフセット実施内容等） 

商品・サービスの提供 

代金・利用料の支払 

事業者と商社等の間にオフセット・プロバイダーが
介在し、以下を実施することが多い。 

 ・排出権の小口化 

 ・排出権の無効化手続代行 

 ・事業者へのコンサルティング 
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+CO2  

-CO2  

※事業者が負担する事例もある。 
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交通・観光カーボンオフセット支援システムの概要 

ねらい 

対象業種 

運営 
体制 

• 交通・観光関係事業者によるカーボンオフセットの取り組みをしやすくし、同業界で
のカーボンオフセットの普及を図る 

• 航空、鉄道、バス、タクシー、トラック、宅配、レンタカー、旅客船、旅行、ホテル  

•運営主体（エコモ財団） 

⁃支援システムの設計・見直し 

⁃支援システムの運用（利用申請受付・審査、その後の審査等） 

⁃ＷＥＢシステムの運用メンテナンス 

⁃普及推進活動 

•運営委員会 

⁃支援システムの運用方法に関わる基本事項の決定及び改訂の承認など 

⁃学識経験者、専門家、業界団体代表数名、国土交通省により構成 

•カーボンオフセット･プロバイダー 

⁃排出権の調達および無効化 

⁃運営主体からの業務受託（アンダーラインの項目） 
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＊ 

＊利用客に代わり、交通事業者等が 

   負担してもよい 

交通・観光カーボンオフセット支援システムの仕組み 
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交通・観光カーボンオフセット支援システムの特徴 

ＣＯ2排出量の算定 
が簡単 

• ＷＥＢ上に業種別の算定ページを用意しています。 

排出権の購入が 
容易 

• ＷＥＢを通じて排出権を事前購入できます。 

• 最小購入金額は1万円（被災地J-VERのみ1万5千円）で、千円単位となります。 

• 購入した排出権を用いた個々のオフセット実施はkg単位で可能です。 

低コスト 
• 年間利用料は1万円。 

• システム全体の取扱量増加につれ、排出権単価も割安になります。 

利用客への適切な 
情報提供を支援 

• 事業者が利用客に対して行う情報提供の規定を設けています。 

• ＷＥＢ・チラシでの情報提供例を業種別に提示しています。 

• カーボンオフセット証明書がＷＥＢで発行されます。 

透明な運営 
• 学識経験者、業界団体、国土交通省等からなる運営委員会を設置し、
主要事項について承認・助言を得ます。 
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業種 本システムでの名称 準拠する算定方法 
システムに登録する 
原単位（注1） 

算定時に毎回入力する項目 

航空 離発着地オフセット Defra(英国環境･食料･農村地域省)の算定方法 － 発地、着地、人数 

鉄道 
区間距離オフセット 環境省ガイドライン kg-CO2/人km 区間距離、月数、人数 

料金オフセット 環境省ガイドライン及び、当財団ガイドライン(4頁脚注6) kg-CO2/人km、人km/円 プリペイドﾞカード等の金額 

路線バス 
区間距離オフセット 当財団ガイドライン(3頁) kｌ/人km 区間距離、月数、人数 

料金オフセット 当財団ガイドライン(4頁) kｌ/人km、人km/円 プリペイドカード等の金額 

貸切バス等 走行オフセット 当財団ガイドライン(5頁) km/kl 走行距離、乗車人数、ｵﾌｾｯﾄ人数 

タクシー 

乗車料金オフセット 当財団ガイドライン(10頁) kg-CO2/円 乗車料金額 

料金帯毎輸送距離
オフセット 

当財団ガイドライン(8頁) 
km/kl、料金帯毎平均輸送
距離 

料金帯別乗車数 

トラック 
燃費法オフセット 当財団ガイドライン(13頁) km/l(11車種区分） 輸送距離 

トンキロ法オフセット 当財団ガイドライン(14頁) kgCO2/トンキロ(3車種区分） 輸送トンキロ 

宅配 荷物オフセット 当財団ガイドライン(18頁) kg-CO2/個 宅配個数 

レンタカー 利用時間オフセット 当財団ガイドライン(20頁) 
利用時間あたり平均走行距
離、クラス別燃費 

契約上の利用時間 

旅客船 人kmオフセット 当財団ガイドライン(22頁) kg-CO2/人km 航行距離、人数 

ホテル 宿泊日数オフセット 当財団ガイドライン(24頁) kg-CO2/室・日 宿泊日数 

旅行 旅行オフセット 
航空はDefra（英国環境・食料・農村地域省）の算定方法、
鉄道は環境省ガイドライン、貸切バス、レンタカー、ホテ
ルは当財団ガイドライン(5,20,24頁) 

上記該当原単位 上記該当項目 

共通（注2） 
－ 
 

支援システム利用申請時に提示し、承認された算定方
法（計算は事業者自身で行う） 

－ 
 

オフセット金額 
 

（注1）赤太字は、既存の統計データに基づいて計算した値を初期値として登録済み。 

（注2）支援システム利用申請書で、使用する排出量算定方法として「1２.その他」を選んだ事業者（申請時に補足説明資料を添付） 

業種別の排出量算定方法、登録原単位、入力項目 
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排出量算定方法（ケース分け） 

WEBシステムの
算定ページを 
活用したい 

WEBシステムの算
定ページに頼らず、
自社で算定したい 

 

原単位には、登録済
み初期値を使いたい 

原単位には、自社固
有の数値も使いたい 

 自社の原単位を算出して
システムに登録する 

 支援システム利用申請書に補足説
明資料を添付し、承認を受ける 
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原単位設定ページ ～トラックの場合 
トラック 
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排出量の算定ページ ～トラックの場合 
トラック 
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排出量の算定結果ページ ～トラックの場合 
トラック 



旅行の場合・・・航空・鉄道・貸切バスのみを対象とすれば原単位登録不要！ 
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旅行 

  
オフセット     
対象範囲 

システムに登録する
原単位（注1） 

算定時に            
毎回入力する項目 

留意点 

WEBシステム
の算定ページを
活用する場合 

航空 無し 発地、着地、人数 原単位登録不要 

鉄道 kg-CO2/人km 区間距離、人数 
登録済み初期値を使うならば、原単
位登録不要 

貸切バス km/kl 
走行距離、乗車人数、    
ｵﾌｾｯﾄ人数 

登録済み初期値を使うならば、原単
位登録不要 

レンタカー 
利用時間あたり平均
走行距離（注2）、  
クラス別燃費 

契約上の利用時間 
レンタカー事業者から（注2）の値を入
手する必要がある 

ホテル（宿泊） kg-CO2/室・日（注3） 宿泊日数 

（注3）を算出するためには、ホテルか
ら次の値を入手する必要がある：「ホ
テル全体のエネルギー消費量 (MJ／
年)」「客室部門総面積 (m2) 」「標準的
な客室面積(m2/室) 」「客室稼働率 

(％)」 

WEBシステム
の算定ページに
頼らず、自社で
算定する場合 

上記５項目以外も
対象範囲に加える
ことができる 

無し 無し 
支援システム利用申請書に算定方法
の説明資料を添付し、承認を受ける
必要がある 

（注1）赤太字は、既存の統計データに基づいて計算した値を初期値としてシステムに登録済み。 

旅行におけるオフセット対象範囲別の登録原単位と入力項目 



ホテル宿泊の排出原単位 
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客室1室（1泊）当たり排出量[kgCO2/室・日] 

＝客室1室（1泊）当たりエネルギー消費量[MJ/室・日]×GHG排出係数[tCO2/GJ]  

÷1,000[MJ/GJ]×1,000[kgCO2/tCO2] 

＝（ホテル全体のエネルギー消費量[MJ/年]×GHG排出係数[tCO2/GJ] 

÷1,000[MJ/GJ]×1,000[kgCO2/tCO2] 

×[ホテル全体に占める客室部門のエネルギー消費割合]）÷客室部門総面積[m2] 

×標準的な客室面積[㎡/室]÷（365[日/年]×年間客室稼動率[％]／100） 

注．枠囲みのデータは各事業者が設定する値。下線データは各事業者が設定または既存データ（原単位）が使用 

   可能な値。無印のデータは国が定める所定の係数または単位の換算。 

  

 エネルギー消費量、客室部門総面積、標準的な客室面積、年間客室稼働率は、各事業者が調査・設定する必
要がある。なお、複数のエネルギー（電力、ガス、重油等）を使用している場合には、各種エネルギーについて、
「エネルギー消費量×GHG排出係数」を計算し、合計する必要がある。 

 ホテルは業態により各々施設特性が異なるため、ホテル全体に占める客室部門のエネルギー消費割合は、各
社毎の割合を算出することが望ましいが、簡便な方法として、都市型ホテルのサンプル調査の平均値である0.26
を使用することも可能である。 

旅行 



支援システムで提供する排出権 
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• CER、J-VER、国内クレジットの３種類を選択肢とする 

• ３種それぞれでの提供銘柄は原則１件 
排出権の種類 

•CER         4.3円/kg 

•J-VER       10.0円/kg 

•国内クレジット  3.0円/kg                             

排出権単価 

• 被災地産J-VER 

• 単価15円/kg、最小購入単位1万5000円 
特別取扱中 

（2013年5月現在の税抜き価格） 



排出権の
種別 

CER J-VER 
J-VER           

（特別取扱中） 
国内クレジット 

プロジェクト
名 

タミルナドゥ風力発電   
バンドルプロジェクト 

住友林業株式会社   
社有林管理プロジェクト
I(宮崎事業区山瀬地区) 

釜石地方森林組合による
集約化施業(森林整備活
動)を用いた温室効果ガス
吸収事業 ～釜石市緑の
システム創造事業～ 

埼玉県食品工場における
ボイラーの燃料転換 

実施地 インド 宮崎県 岩手県 埼玉県 

プロジェクト
の種類 

風力発電 
持続可能な森林経営 促

進 
持続可能な森林経営促進 

食品工場のボイラーの燃
料転換（重油→都市ガス） 

写真 

 
 
 
 
 
 
 

現在、支援システムで提供している排出権の選択肢 
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支援システム登録事業者による情報提供 

情報提供規程 

・支援システム登録事業者が、利用客など外部に対して行うべき情報提供の方法と内容を
定めたもの 

･････エコモのホームページに掲載 

・チラシ/ポスターまたはWEBページでの情報提供を義務付け、記載事項（※）も指定 

※カーボンオフセットの説明、オフセットする対象・算定方法、使用する排出権の記述等 

  環境省のガイドラインに準拠 

情報提供例 ･････エコモのホームページに掲載 

・チラシやWEBページでの情報提供の雛形を１０業種それぞれについて提示 

情報提供の目的 

当該オフセットサービスのPRに加え、 
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・カーボンオフセットの信頼性を高めるため 

・カーボンオフセット推進の意義や効果への理解を促進するため 

■環境省が『カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築のための情報提供ガイドライン』を発行 



情報提供例（WEBページ） 
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-地球への思いやり カーボンオフセット旅行- 

 

■カーボンオフセットについて 

近年大きな問題となっている地球温暖化によって、平均気温の上昇や、生物の生息域の変化など、既に

私たちの身の回りに影響が生じ始めています。このまま地球温暖化が進んだ場合、異常気象の頻発、生

物種の減尐・絶滅、食料の減尐、海水面の上昇による海岸侵食など、さまざまな影響が一層深刻になる

と予測されます。そんな地球温暖化への対策の１つとして、私たちにはカーボンオフセットという選択肢が

あります。 

カーボンオフセットとは、自分の温室効果ガス排出量のうち、どうしても削減できない量の全部又は一部を

他の場所での排出削減・吸収量でオフセット(埋め合わせ)することをいいます。 

 

 

 

■カーボンオフセット旅行について 

当社は、旅行中の移動や宿泊に伴い排出されるCO2がオフセットされる団体旅行商品、「カーボンオフセ

ット旅行」の取扱いを○月○日から開始します。地球環境への関心の高い企業や団体のご利用をお待ち

します。 

・・・・・サービス内容の説明・・・・・ 

 

本オフセットサービスは、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が運営する

交通・観光カーボンオフセット支援システムを利用し、オフセットを実施します。 

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 http://www.ecomo.or.jp/ 

 

CO2削減が困難な自らのCO2排出 CO2削減が効率的な別の場所 

CO2削減･吸収量 

資金的に支援 

CO2排出量 CO2排出削減 オフセット オフセット後排出量

■オフセット対象と算定方法について 

オフセットの対象は、旅行中の公共交通機関による移動とホテル宿泊により排出される CO2です。 

フライトからの排出量は、Defra（英国環境・食料・農村地域省）の算定方法に基づいて構築された、交通

エコロジー・モビリティ財団の交通・観光カーボンオフセット支援システムで算出しています。鉄道からの排

出量は、環境省の『カーボン・オフセットの対象活動から生じる GHG 排出量の算定方法ガイドライン』に基

づいて算出しています。バスとホテルからの排出量は、交通エコロジー・モビリティ財団作成、国土交通省

推奨の『交通・観光カーボンオフセットガイドライン』に基づいて算出しています。 

 

■販売価格その他支払いに関する事項について 

オフセット料金はお客様（団体）にご負担いただきます。 

詳細は料金表をご覧ください。 

 

■利用する排出権について 

排出権(ｸﾚｼﾞｯﾄ)の種類 CER

調達・無効化状況※ 必要全量を事前に調達・無効化済み

無効化方法※ 償却

プロジェクト名
ラジャスタン州における14.8MW風力発電プロジェクト
（国連番号 0243）

プロジェクト実施国 インド

プロジェクトタイプ 風力発電

■○○旅行の温暖化防止に向けた取り組み 

当社は、紙の無駄遣い防止や、クールビズ導入など、温暖化対策に積極的に取り組んで参りました。 

 

■あなたができる温暖化対策について 

無駄な車利用を見直し、徒歩・自転車・公共交通機関による移動を増やすことで CO2 排出を削減できま

す。 

下のホームページを参考にして、できることから始めましょう。 

チャレンジ２５キャンペーン http://www.challenge25.go.jp/index.html 

 

■お問い合わせ先 

○○旅行株式会社 ＸＸ部 担当：ＸＸ ＸＸ 

Tel: 03-ＸＸＸＸ-XXXX     E-mail: XXX@ＸＸ.co.jp 



支援システム発行の証明書例 

17 

 発行先 

 発行日 

 オフセット対象 

 CO2排出量 

 オフセット量 

 排出削減ｸﾚｼﾞｯﾄ 

 削減プロジェクト 

 シリアル番号 

 無効化日  等 



支援システムを用いたカーボンオフセット取組みの手順 
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（※１）オフセット枠はオフセット報告に従い減尐しますので、使用見込みを考慮して随時購入して下さい。  

（※２）証明書は、オフセット報告ごとにWEB上で１枚発行されます。従って、証明書を個々の利用客向けに 

    発行するためには、オフセット報告を利用客ごとに行う必要があります。  



支援システム登録事業者のカーボンオフセット実施状況の審査 

審査方針 
･････エコモのホームページに掲載 

情報提供審査 ・情報提供規程に従い、情報提供を実施しているかどうかを審査 

オフセット報告審査 ・適切なCO2排出量算定方法を用いているかどうかを確認 

・カーボンオフセットサービス付きの自社商品・サービスを利用客に提供した
分について、適切にオフセット報告しているかどうかを確認 

審査の対象事業者 
及び時期 

・“抜き打ち”審査であり、審査対象事業者及び審査実施時期はエコモ財団
が決定 

審査実施者 
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・エコモの業務委託先のリサイクルワン 

審査の目的 

・支援システムを用いて実施されているすべてのカーボンオフセットの信頼性を担保するため    
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 支援システムを利用したカーボンオフセット事例 

オフセット対象 都営交通利用及び1日の生活で排出されるCO2 

オフセット費用負担者 事業者 

オフセット証明書 事業者宛てに一括発行 

排出権種類 CER 

プロジェクト種類 インドの風力発電プロジェクト 

出典：東京都交通局提供資料、同局ホームページ 

カーボンオフセット付き一日乗車券 

都営交通100周年記念事業の一環として、都営交通1日乗車
券にオフセットサービスを付加し、100周年記念乗車券として
発売 

東京都交通局 

都営交通１００周年記念
事業ホームページ 

立体イメージ 

４種類セット 

都 バ ス バ ー ジ ョ ン の 表 と 裏 



オフセット対象 鉄道利用で排出されるCO2 

オフセット費用負担者 事業者（東急電鉄、東京臨海高速鉄道） 

オフセット証明書 事業者宛に発行 

排出権種類 J－VER 

プロジェクト種類 釜石地方森林組合による温室効果ガス吸収事業 

出典：東急電鉄提供資料、同社ホームページ  

「東急お台場パス」カーボンオフセット  
キャンペーン 

東急電鉄と東京臨海高速鉄道が企画した「東
急お台場パス」にカーボン・オフセットを組み
合わせた乗車券を東急電鉄が1カ月間、販売。 
東日本大震災被災地産J-VERを使用するた
め、被災地復興支援にも貢献。           
2011年度に続いて2回目の実施。 

東急電鉄 

東急お台場パス 

 

キャンペーンポスター（部分） 

http://www.tokyu.co.jp/contents_index/guide/news/121128-1.html 21 

 支援システムを利用したカーボンオフセット事例 



 支援システムを利用したカーボンオフセット事例 

オフセット対象 バス利用及び日常生活により排出されるCO2 

オフセット費用負担者 事業者 

オフセット証明書 購入者宛に発行 

排出権種類 J-VER 

プロジェクト種類 釜石地方森林組合による温室効果ガス吸収事業 

出典：秋北バス提供資料 

エコロジー回数券（通称“エコかい”）の販売 

創業７０周年事業の一環として、カーボンオフセット付き
回数券を販売。2000円の回数券1冊の販売につき400円
を排出権購入に充当。被災地産J-VERを用い、環境貢
献と合わせて被災地復興支援もアピール。 

 

秋北バス 

同社は大館市のバス事業者で、
秋田県北部で路線バス事業を展
開するほか、高速バスや貸切バ
ス事業にも従事しています。 

22 
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 支援システムを利用したカーボンオフセット事例 

オフセット対象 タクシー利用で排出されるCO2 

オフセット費用負担者 タクシー事業者 

オフセット証明書 利用団体・企業等に毎回又は月1回発行 

排出権種類 CER 

プロジェクト種類 インドの小規模水力発電、フィリピンの風力発電 

出典：おさひめコーポレーション提供資料、同社ホームページ 

団体等向けタクシーチケットにカーボンオフセットを導入 

 環境対策に熱心な団体・企業等がオフセットを希望する場合、
同社のチケットでタクシーを利用した際の排出CO2を同社負担
でオフセット 

おさひめコーポレーション 

利用客の例：環境モデル都市の長野県飯田市 
写真は同市内のメガソーラー発電所（飯田市ホームページより） 

おさひめコーポレーションは、
グリーン経営認証取得やハイ
ブリッド車両の導入にも熱心 

2010年3月8日付東京交通新聞 
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 支援システムを利用したカーボンオフセット事例 

オフセット対象 タクシー利用で排出されるCO2 

オフセット費用負担者 利用客（事前予約時にネットでカード決済） 

オフセット証明書 利用客に毎回発行（担当運転手が持参） 

排出権種類 J－VER 

プロジェクト種類 宮崎での持続可能な森林経営促進型プロジェクト 

出典：ハロー・トーキョー提供資料、同社ホームページ 

カーボンオフセット付空港定額送迎プラン 

東京都心部・空港（成田／羽田）間の「定額料金輸送」送迎に、
カーボンオフセット付料金プランを導入。 

ネット予約利用者が任意に選択可能。 

ハロー・トーキョー 

2010年8月20日付日経MJ 



25 

ハロー・トーキョーのチラシ例 ハロー・トーキョーのウェブページ例（部分） 

ハロー・トーキョーのウェブページ例（部分） 

出典：ハロー・トーキョー提供資料、同社ホームページ 



 支援システムを利用したカーボンオフセット事例 

オフセット対象 ハイヤーでの空港送迎により排出されるCO2 

オフセット費用負担者 ハイヤー契約企業 

オフセット証明書 ハイヤー契約企業宛に発行 

排出権種類 J－VER 

プロジェクト種類 釜石地方森林組合による温室効果ガス吸収事業 

出典：同社ホームページ 

空港送迎リムジンサービスにカーボンオフセットをプラスし、
環境への配慮と好感度アップを実現 

環境対策に取り組んでいる外資系企業やホテルなど        
中心に、カーボンオフセット付サービスを提供。 

送迎空港別のオフセット料金 

  成田空港 羽田空港 

都内からの平均距離 78 km 23 km 

全車平均燃費 7.3 km/l 7.3 km/l 

1乗車当たり排出量 24 kgCO2 7 kgCO2 

購入排出権 ¥ 15 / kg ¥ 15 / kg 

オフセット料金 ¥ 360 ¥ 105 

エコリムジン東京 
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オフセット対象 タクシー走行で排出されるCO2（初乗り2km分） 

オフセット費用負担者 事業者 

オフセット証明書 国際自動車と伊勢丹（連名）宛に発行 

排出権種類 CER 

プロジェクト種類 インド、タミルナドゥ風力発電バンドルプロジェクト 

出典：国際自動車提供資料 

環境にやさしいタクシーのりば 

伊勢丹新宿本店にkmグループ専用タクシー乗り場を設け、
そこから発車するすべてのタクシーの初乗り分（2km）の
CO2を事業者負担でオフセット 

国際自動車と伊勢丹新宿本店 

タ
ク
シ
ー
の
り
ば
の
様
子 

チ
ラ
シ 
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 支援システムを利用したカーボンオフセット事例 



 支援システムを利用したカーボンオフセット事例 

オフセット対象 トラック輸送により排出されるCO2 

オフセット費用負担者 事業者 

オフセット証明書 事業者宛に発行 

排出権種類 CER 

プロジェクト種類 インド タミルナドゥ風力発電バンドルプロジェクト 

出典：松下興業提供資料 

カーボンオフセット・トラック輸送 

ＣＳＲの一環として、トラック輸送に伴い排出されるCO2の
一部を自社負担で排出権を購入することによって埋め合
わせる、カーボンオフセット・トラック輸送サービスを導入。 

松下興業 

同社は、海上コンテナや鋼管
鋼材の陸上輸送を主業務とす
る愛知県のトラック事業者です。 

28 
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 支援システムを利用したカーボンオフセット事例 

オフセット対象 飛行機とバスの利用で排出されるCO2 

オフセット費用負担者 利用客（旅行代金にオフセット費用込みで徴収） 

オフセット証明書 高校宛てに発行 

排出権種類 CER 

プロジェクト種類 インド、タミルナドゥ風力発電バンドルプロジェクト 写真提供：東海大学甲府高等学校 

カーボンオフセット修学旅行 

高校の沖縄修学旅行において、飛行機とバスでの移動に
伴い排出されるCO2の一部を参加生徒負担でオフセット。
環境教育の教材としても活用。 

複数回実施。 

YBST&L 
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 支援システムを利用したカーボンオフセット事例 

オフセット対象 バス利用で排出されるCO2 

オフセット費用負担者 利用客（旅行代金にオフセット費用込みで徴収）及び事業者 

オフセット証明書 各利用客に発行 

排出権種類 J－VER 

プロジェクト種類 長野県薪ストーブの使用によるJ-VER プロジェクト 

出典：国際自動車提供資料、同社ホームページ 

森林系排出権を活用したカーボンオフセット型森林セラ
ピー体験バスツアー 

森林の癒し・健康増進効果を体験するエコツアーにおいて、バ
スから排出されるCO2を森林系排出権でオフセットするもの。
目的地である信濃町（国際自動車と「企業のふるさとづくり協
定」を締結済み）への地域貢献も目指す。 

国際自動車 

国際自動車は、タクシー・ハイヤー・バス
事業を営むkmグループの一員として、グ
ループ事業支援や旅行業に従事 



モデル事業の募集・支援 
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目的と概要 
支援システムを利用した取組みを促進するため、他の交通・観光事業者のモデルとなり
うる取組みを募集し支援を行い、その普及を図ろうというもの 

募集内容 
支援システムを用いたカーボンオフセットの取組みに関する事業計画で、他の交通・観
光事業者のモデルとなり得るもの      ※平成２６年１月末日までに導入（実施）できるものに限る 

募集期間 エコモ財団ホームページで「募集締切」と掲載するまで 

支援内容 

取組みの準備段階から、オフセット付き商品・サービスを導入して１カ月後までの期間に
おいて、選定された事業計画を実施するために第三者に支払う経費のうち、オフセット付
き商品・サービスを導入するために追加的にかかるもの  
                                    ※支援システムの年間利用料や排出権の購入費用は除く 

ただし、1事業計画につき30万円まで 

支援システムの対象となっている業界（航空、鉄道、バス、タクシー、トラック、宅配、レン
タカー、旅客船、旅行、ホテル）の事業者 

応募資格 

応募方法 募集要項（エコモ財団ホームページに掲載）に従い応募書類を作成し、財団に送付 


