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妥当性確認機関の情報

※ 本項目は、Ｊ－クレジット制度認証委員会資料として使用されます。
※ 「判断の根拠」に関する項目については、根拠としたプロジェクト計画書等の章番号、該当頁等を
記載するとともにその妥当性について記載すること。（以下、本文書を通じて同様）

機関名称

株式会社 JACO CDM

担当部署名

事業推進部

プロジェクトの関係者との利害
□あり

■なし

抵触

JACO CDM の規程に基づき、GHG 排出量審査におけるリスク分析
判断の根拠

表にて検証機関とプロジェクト事業者及び審査員とプロジェクト事
業者との利害相反分析を行い、利害関係のないことを確認した。
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プロジェクト実施者の情報

※ 本項目は、Ｊ－クレジット制度認証委員会資料として使用されます。

プロジェクト代表実施者
※プログラム型プロジェクトの場合、
「プ
三井・デュポンフロロケミカル株式会社
ログラム型運営・管理者」を記載する
こと。
プロジェクト実施者（代表者以外）
※プログラム型プロジェクトの場合、
「削
減活動の実施者」を記載すること。
低炭素社会実行計画への参加実態
※すべてのプロジェクト実施者について
プロジェクト計画書の記載内容と実態
が整合しているかを確認すること

温対法特定排出者
※すべてのプロジェクト実施者について
プロジェクト計画書の記載内容と実態
が整合しているかを確認すること

省エネ法報告対象者
※すべてのプロジェクト実施者について
プロジェクト計画書の記載内容と実態
が整合しているかを確認すること

■整合している
□整合していない
□該当なし
所属団体 日本化学工業協会 として参加していることを
確認している。
■整合している
□整合していない
□該当なし
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/shitei.htm
特定事業者及び特定連鎖化事業者指定状況により確認して
いる。
特定排出者コード 980807930
■整合している
□整合していない
□該当なし
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/shitei.htm
第一種及び第二種エネルギー管理指定工場等指定状況によ
り確認している。
省エネ法特定事業者番号 0290331
省エネ法指定工場番号 清水工場：0220031(第一種)
千葉工場：0754531(第一種)
千葉工場は三井化学㈱市原工場の一部として対象となって
いることを確認している。
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妥当性確認結果（総括）

※ 本項目は、Ｊ－クレジット制度認証委員会資料として使用されます。

妥当性確認実施期間

■プロジェクトの実施前

プロジェクト名

フロン系冷媒再生設備導入

認証予定期間
※実施要綱に定められた認証対象期
間内に設定されていることを確認
して記載すること。

□プロジェクトの実施後

【清水工場】

2014 年 12 月 1 日 ～

2021 年 3 月 31 日

2014 年

2021 年 3 月 31 日

8月 1日 ～

【千葉工場】

Ver.1.0

方法論番号

・EN-S-038

方法論名称

・冷媒処理設備の導入

適用方法論

想定排出削

【清水工場】1,068
認証予定期間の

減量・想定吸

【千葉工場】3,012

t-CO2

t-CO2

合計値
収量

【プロジェクト全体】4,080

t-CO2

妥当性確認の基
文書名：実施要綱
準
文書名：実施規程（プロジェクト実施者向け）
※適用した制度文
書類のバージョ
ンを記載するこ
と

文書名：実施規程（審査機関向け）
文書名：モニタリング・算定規程

Ver.2.0

Ver.2.0

Ver.1.1

Ver.1.2

プロジェク
ト実施者と
合意した妥

目的

当性確認の

※プロジェクトの

前提

ロジェクト計画

・プロジェクト事業者が作成したプロジェクト計画書が上記の J-ク

書に記載された

レジット制度における各基準に適合しているかを審査する。

削減量・吸収量が

また、プロジェクトの実施によって、プロジェクト計画書に記載さ

実際に生じる見

れた削減量が実際に生じる見込があるかについて評価を行い、計画

込みに対する評

書に記載された情報に対して意見を表明することである。

実施によって、プ

価を行うことも
目的に含めて記
載すること
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妥当性確認の範囲は以下の事項を含んでいる。
範囲
・プロジェクトとそのベースラインシナリオ
※妥当性確認の範
囲がプロジェク
ト計画書の範囲
であることを記
載すること

・プロジェクトの物的インフラ、活動、技術及びプロセス
・GHG 排出源、種類
・プロジェクト開始年月日及び認証予定期間等
プロジェクト計画書に記載の範囲であることを確認している。

保証水準
事業者より提示されたプロジェクト計画書及び関係文書に対するレ
※妥当性確認の結
論を意見として
表明する際に採
用した水準を記
載すること

される J-クレジット制度の要求事項に従った排出削減見込量の 5%

ビューにより妥当性確認において、入手可能なデータに基づき算定

とする。
■現地審査を実施した（ 2014 年 2 月 19 日に清水工場を訪問）
（ 2014 年 3 月 10 日に千葉工場を訪問）

□サンプリングで現地審査を実施した（

年

月

日に訪問）

□現地審査を実施していない
妥当性確認手続

・2014 年 2 月 19 日に清水工場の現地審査を実施し、現地にてプロ

※現地審査の実施有無について記載

ジェクト概要把握、審査チェックシートに基づくプロジェクト内容
すること

の確認、既存設備の確認、導入された新規設備の確認、処理するフ
※また、実際に実施した手続、スケ

ロンの供給体制の確認及び事業者へのインタビューを行い、現地審
ジュールについて、サンプリング

・2014 年 3 月 10 日に千葉工場の現地審査を実施し、現地にてプロ
査終了時に当日審査指摘事項の合意を得た。

手法も含めて記載すること

ジェクト概要把握、審査チェックシートに基づくプロジェクト内容
の確認、既存設備の確認、導入中の新規設備の確認、処理するフロ
ンの供給体制の確認及び事業者へのインタビューを行い、現地審査
終了時に当日審査指摘事項の合意を得た。
妥当性確認チームは、デスクレビュー、現地審査により GHG 主張に
おける重要性に係る不一致がなく、実施した妥当性確認により保証
レベルに達していると判断した。
妥当性確認第一段階において、妥当性確認チームは、妥当性確認で
の要求事項と計画書の内容との整合性を以下の通り精査し、確認を
行った。
修正・指摘事項及び解決方法
CAR: 指摘内容に基づき、プロジェクト計画書及び別紙の修正を求め
※4 における結果を総括し、排出

る項目
削減量又は吸収量に影響を与える

CL: 指摘内容に基づき、事業者に対する追加説明を求める項目。プ
可能性のある、主な指摘事項につ

ロジェクト計画書及び別紙の修正を行なう
いて記載すること

FAR：検証時には改善の余地がある項目。プロジェクト計画書及び別
紙への反映を求めない(改善の余地)
妥当性確認第二段階として現地審査を行い、プロジェクト関係者へ
のインタビュー、プロジェクトサイト、設備の確認及び第一段階時
の追加事項を確認した。

平成 26 年 3 月 20 日までに示されたプロジェクト関係者からの回答
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を踏まえ、妥当性確認チームは重要性の高い指摘事項に関しては、
適切な証拠書類と説明が得られ、デスクレビュー及び実査において
判明した範囲において、審査当日指摘した事項は全て解決され、情
報の適正な表示になっていることを確認した。

確認結果

■無限定適正

□不適正

□意見不表明

三井・デュポンフロロケミカル株式会社による「フロン系冷媒再生
設備導入」のプロジェクト計画書に記載された従来、化石燃料を用
いて燃焼破壊処理されていた使用済み冷媒を新規にエネルギー原単
意見・結論
位の小さい蒸留再生処理設備を導入することによる温室効果ガス排
妥当性確認

※4 における結果

量の算定及び報告の基準である実施要綱(Ver. 2.0)、実施規程(プロジ
出削減量情報は、J-クレジット制度における温室効果ガス排出削減

結果

を総括し、確認
結果における意

タリング・算定規程(Ver.1.2)及び適用方法論 EN-S-038(Ver.1.0)に基
ェクト実施者向け)(Ver.2.0)、実施規程(審査機関向け)(Ver.1.1)、モニ

見の理由を記載
すること

づいて作成されており、すべての重要な点に関して、適正であると
認める。
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