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プロジェクト名
プロジェクト

埼玉県もくねん工房の木質ペレットを活用した化石燃料代替プロジェク
ト
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A：参加者情報
プロジェクト代表事業者 ※1
事業者名（フリガナ）

協同組合西川地域木質資源活用センター（もくねん工房）

住所

〒357-0122 埼玉県飯能市大字中藤中郷４００−１

代表者氏名

梨木芳太郎

担当者氏名

臼井義人

担当者所属

事務局

担当者役職

−

担当者 E-mail

mokunen@guitar.ocn.ne.jp

担当者電話番号

042-970-3355

プロジェクト事業者（排出削減実施事業者） ※2
事業者名（フリガナ）

さわらびの湯（サワラビノユ）

住所

〒357-0112 埼玉県飯能市下名栗６８５

代表者氏名

白鳥陽子

担当者氏名

江坂幸夫

担当者所属

−

担当者役職

設備担当 副支配人

担当者 E-mail

−

担当者電話番号

042-979-1212

プロジェクト事業者（排出削減実施事業者） ※2
事業者名（フリガナ）

名栗げんきプラザ（ナグリゲンキプラザ）

住所

〒357-0111 埼玉県飯能市上名栗１２８９−２

代表者氏名

関智

担当者氏名

山崎嘉久

担当者所属

総務

担当者役職

−

担当者 E-mail

−

担当者電話番号

042-979-1011

その他プロジェクト参加者 ※3 ※4
事業者名（フリガナ）
住所

株式会社クレコ・ラボ
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町３−２
プラットフォームアネックス竹橋 05 610

代表者氏名

興津世禄

担当者氏名

興津世禄

担当者所属

−

担当者役職

代表取締役

担当者 E-mail

seiroku@creco-lab.co.jp

担当者電話番号

03-5259-8511

プロジェクトでの役割

申請所等資料作成、とりまとめ

オフセット・クレジット（J-VER）取得予定者 ※5
事業者名（フリガナ）

株式会社クレコ・ラボ

オフセット・クレジット
（J-VER）口座番号 ※6
※1：プロジェクト代表事業者のパンフレット等、事業内容の説明資料を別途添付すること。代表者以外の主なプロジェクト
参加者についてもパンフレット等があれば添付すること。
※2：プロジェクト事業者とは、当該プロジェクトの実施に携わる者のうち、実際に温室効果ガス排出削減活動を実施する
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者を指す。代表者と同一の場合は、その旨を記載すること。
※3：その他プロジェクト参加者とは、プロジェクト代表事業者・プロジェクト事業者以外に当該プロジェクトの実施に携わる
すべての者を指す。たとえば、下記が参加者として想定される。
・ 温室効果ガス排出削減活動のとりまとめを行う者
・ 温室効果ガス排出削減活動の実施に際して設備導入等のアドバイスを行う ESCO 事業者等
※4：プロジェクト参加者が複数いる場合には、それぞれの参加者の役割及び関係の概要を説明した資料を添付するこ
と。
※5：オフセット・クレジット（J-VER）取得予定者は、プロジェクト参加者（代表者、プロジェクト事業者、その他）のうちのい
ずれかであること。
※6：オフセット・クレジット（J-VER）口座番号は、口座未取得の場合は記入不要。
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B：プロジェクト活動の概要①
項目
B.1.1 プロジェクトの目的及び内容
・協同組合西川地域木質資源活用センター（もくねん工房）で製造するペレット
を燃焼機器（ペレットボイラー、ペレットストーブ）ともに導入し、重油や灯油
などの化石燃料を代替する。
・木質ペレット燃料利用による、化石燃料代替効果（CO2 削減、エネルギーセキ
ュリティー）を狙っているとともに、従来はほとんど活用されることのなかった
樹皮（バーク）の有効活用を目的としている。

B.1 プロジェクト
活動

B.1.2 プロジェクト実施前の状況
①さわらびの湯について
木質ペレットボイラー（2004 年 3 月導入）設置前は、温水の熱源に灯油焚ボ
イラー（1990 年導入、㈱タクマ製、50 万ｋcal/hr）を使用していた。また、ペ
レットで使用するバークは、周辺の製材所等（別添参照）で発生する樹皮(バー
ク)材を中心とする材であるが、従来は使われずに捨てられていた。
なお、現在灯油焚ボイラーはペレットボイラーのバックアップ用として使用し
ている。
本プロジェクトは 2008 年 4 月以前に実施された当時としては先進的な事業で
あり、これまで原油高の一時期を除いては化石燃料との価格競争に苦しんで
いる。今後事業を継続していくうえで J-VER クレジット取得による経済的メリ
ットとともに燃料の付加価値を高めるためのブランディングが必須といえる状
況である。
②名栗げんきプラザについて
木質ペレットボイラー（2007 年 3 月導入）設置前は、温水の熱源に灯油焚ボ
イラー（容量：50 万 kcal×2 基）を使用していた。また、ペレットで使用するバ
ークは、周辺の製材所等（別添参照）で発生する樹皮(バーク)材を中心とする材
であるが、従来は使われずに捨てられていた。
なお、現在灯油焚ボイラーは廃棄されている（廃棄申請資料あり）
。
本プロジェクトは 2008 年 4 月以前に実施された事業であり、上記のさわらびの
湯と同様に今後事業を継続していくうえで J-VER クレジット取得による経済的
メリットとともに燃料の付加価値を高めるためのブランディングが必須といえ
る状況である。
B.1.3 排出削減・吸収の達成手段
①さわらびの湯について
さわらびの湯では、灯油焚ボイラーに替えて、木質ペレットボイラー（給湯用、
温水ボイラー）を新たに導入し、ボイラー燃料をこれまでの灯油から、周辺地域
（飯能市）の森林から排出される木材の製材残さ（バークが主原料：95％バーク
材、残りはおが粉など）を原料とする木質ペレットに代替することで、CO2 排出
量を削減する。
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②名栗げんきプラザ
上記と同様です。

プロジェクトで使用する設備・機器等
（プロジェクトで使用する機器名称、機器メーカー名、型番、機器容量、法定耐用年数、導入年月、用
途等について記載すること。）

①もくねん工房（木質ペレット製造所）について
ペレット製造設備（旭機械株式会社） 平成 15 年 5 月導入
容量：ペレタイザー1．1 トン/ｈ

B.2 採用技術

②さわらびの湯について
温水ペレットボイラー（二光エンジニアリング株式会社）平成 16 年 3 月導入
型式 RE-50L 熱出力 500,000kcal/hr
給湯用
③名栗げんきプラザ
温水ペレットボイラー（金子農機株式会社）平成 19 年 3 月導入
型式 SKP-500 熱出力 500,000kcal/hr（581.4kW）×2 基
耐用年数 8 年
給湯用、暖房用それぞれ１基（合計 2 基）
※さわらびの湯と名栗げんきプラザで合計 3 基の温水ペレットボイラー

実施事業所名

木質ペレット製造所：もくねん工房
ボイラー導入事業所：さわらびの湯、名栗げんきプラザ
（プロジェクト実施場所が複数ある場合は、全ての住所を表形式等で記述す
る。）

B.3 プロジェクト
実施場所

住所

実施場所
原料材の調達
ペレットの製造
ペレットボイラーの使用
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住所
別添の一覧にある事業者（組合員）から調
達
埼玉県飯能市中藤中郷４００−１
・埼玉県飯能市下名栗６８５
・埼玉県飯能市上名栗１２８９−２
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（プロジェクト対象地の位置図、プロジェクト対象地全体の地図等を用いて、プ
ロジェクト実施場所について分かりやすく説明する。その他、別紙「プロジェクト
申請方法について」に記載する資料を適宜添付する。）

埼玉県

概要
ペレットの製造

ペレットボイラーの使用
飯能市
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B：プロジェクト活動の概要②
B.4 プロジェクト期間 ※1

２００４年２月 〜２０１４年２月（１０年）

B.5 クレジット期間 ※2

２００８年４月１日 〜２０１２年３月３１日

B.6 想定排出
削減量 ※3

B.7 モニタリン
グ報告の頻度

年度

2008
214

t-CO2

2009
214

2010

2011

214

2012

214

214

合計
1,070

２年に一回の予定
※検証にかかる経費節約のため
※第 1 回目は 2008 年 4 月〜2009 年 12 月までを予定

受給の有無
（いずれかに○）

受給している ／ 申請中 ／ 検討中 ／ 受給しない
＜さわらびの湯＞
木のある生活空間空間づくり事業（未利用木材資源有

補助事業名称/補助元

効活用施設整備事業）/埼玉県
＜名栗げんきプラザ＞
強い林業木材利用交付金/埼玉県
＜さわらびの湯＞

B.８補助金

１０，０００，０００円（補助率 1/2）

補助金額
（申請額含む）

＜名栗げんきプラザ＞
１６，５０５，０００円（補助率 1/2）

補助金の使途
補助対象年月日

ペレット焚温水ボイラー導入
さわらびの湯：2004 年 3 月
名栗げんきプラザ：2007 年 3 月

補助金を受給していること

別添資料参照（
「資料 S_さわらびの湯補助金.pdf」及

を証明する書類

び「資料 S_名栗げんきプラザ補助金.pdf」）

申請の有無
B.9 他制度へ
の申請※4

有

（いずれかに○）
制度名
（有の場合のみ）
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（プロジェクトの排出削減量やプロジェクトの実施に影響を与えうる現在もしくは将来的なリスク要因
を特定し、影響の軽減措置を記述すること。）

備考

もくねん工房からのペレット供給量が不足する状況はほとんど想定されないが、
万が一不足した場合には、木質バイオマスが不足する場合は、県内の他のペレッ
ト事業者から融通を受けることが可能。

※1：2008 年 4 月 1 日以前に開始されたプロジェクトについて申請する場合には、本制度によるクレジット収益が無ければ
プロジェクトの継続が困難であることを、別添資料で説明すること。
※2：クレジット期間は、2008 年 4 月 1 日〜2013 年 3 月 31 日の間で設定すること。
※3：想定排出削減量の算定根拠をモニタリングプランで提示すること。
※4：国内クレジット制度や海外の VER 制度等、類似制度への申請の有無を記入。これは、一つのプロジェクトによる排
出削減量に基づくクレジットが複数創出される等の、ダブルカウントを避けるためである。
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C:方法論の適用
C.1.1 ポジティ
ブリストの

No. E. 002

番号
条 件

「さわらびの湯」「名栗げんきプラザ」ともに既存の灯油ボイラーの代替と
して木質ペレットボイラーを導入したものである。また、もともとの灯油ボ
イラーはバックアップ用として現在も使われている。

C.1 ポジティブ
リストの適格性

説 明 ※1

C.1.2 条件１

基準との
整合性

C.1.3 条件２

木質ペレットボイラーを導入した理由は、以下の 2 点
・循環型社会の構築及び地球温暖化防止への寄与
・ランニングコストの低減（導入にあたって補助金が使えることや、ペレッ
トボイラーは危険物保安管理者が不要であることから）

使用している材は、周辺地域（飯能市）の森林から排出される木材の製材残
さ（バークが主原料：95％バーク材、残りはおが粉など）である。バークや
おが粉は今まで使い道がなかったことから廃棄されていたが、今回のペレッ
ト燃料に使うことで有効活用が可能となった。また、ペレット原料は全て国
産材であり、建築廃材は含まれない。
（未利用材であることは別途資料 4 を参照）
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（２）投資回収年数が 3 年以上
＜さわらびの湯のケース＞
補助額：10,000,000 円（総事業費 21,181,000 円）
年間収入：ペレット消費量（223 トン×18ＧＪ/トン×1,000,000ｋJ/GJ）×
（化石燃料（灯油）購入単価（0.00209 円/kJ）−木質ペレット購入単価
（0.002056 円/ｋJ）＝140,000 円
※灯油価格：70 円/L、灯油発熱量：8,000kcal/L、ペレット価格（実売価格）
：
37,000 円/トン、ペレット発熱量 18GJ/トンとして算出
（投資額 21,181,000 円−補助金 10,000,000 円）／（年間収入約 140,000 円）
＝80 年
上記より、年間運転費用をゼロとしても設備費用÷年間収入が 3 年を大きく
上回ることから、採算性が低いといえる。

C.1.4 条件３
<名栗げんきプラザのケース＞
補助額：16,505,000 円（総事業費 33,010,000 円）
年間収入：ペレット消費量（76.2 トン×18ＧＪ/トン×1,000,000ｋJ/GJ）×
（化石燃料（灯油）購入単価（0.00209 円/kJ）−木質ペレット購入単価
（0.002056 円/ｋJ）＝48,000 円
※灯油価格：70 円/L、灯油発熱量：8,000kcal/L、ペレット価格（実売価格）
：
37,000 円/トン、ペレット発熱量 18GJ/トンとして算出
（投資額 33,010,000 円−補助金 16,505,000 円）／（年間収入約 48,000 円）
＝346 年
上記より、年間運転費用をゼロとしても設備費用÷年間収入が 3 年を大きく
上回ることから、採算性が低いといえる。

C.1.5 条件４
C.1.6 条件５
C.2 適 用 方 法

方法論番号

論

方法論名称

JEAM

002

化石燃料から木質ペレットへのボイラー燃料代替
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（オフセット･クレジット（J-VER）制度モニタリング方法ガイドラインに準拠しない場合
の説明）

該当する

準拠の説明

説明

全く準拠しない

（オフセット・クレジット（J-VER）制度
の要求事項を満たす基準・手順を作
成 し、そ の根拠を表に記入する こ

C.3 適用す

C.3.1 ガ イ ド

るガイドライン

ライン等への

等

と。）
一部準拠しない

準拠

（準拠しない部分について根拠を提
示すること。）

全て準拠する
注）全て準拠する場合は、説明は不要。
（全く準拠しない場合：J-VER 制度では、出所が認定されたガイドライン等が存在す
るため、本項目において「ない」を選択することは想定されていない。）
（一部準拠しない場合：J-VER 制度において整備されている各種ガイドライン等を
使用せず、プロジェクト事業者が独自に作成した資料等に基づきプロジェクトを実
施する場合は、独自に採用する資料等が J-VER 制度の要求水準と同等であること
を証明すること。）
（プロジェクトが実施されなかった場合の状態（ベースラインシナリオ）の説明）

C.4.1 BLS の
特定

さわらびの湯、名栗げんきプラザいずれの施設においても、プロジェクトが
実施されなかった場合は、引き続き灯油が燃料として使われることになる。
さわらびの湯については、以前使われていた灯油ボイラーがバックアップ用
として使われていることがその証明である。また、名栗げんきプラザについ
ても以前の灯油ボイラーをペレットボイラー導入にあたって廃止したという
ことがその証明となる。
（ベースラインシナリオを特定する際に信頼度及び入手可能性が低いデータを使用
した場合、特定したベースラインシナリオが適切であることの根拠を以下に説明す
ること）

C.4 ベースラ
インシナリオ
（BLS）

信頼度及び入手可能性が低いデータの使用はない。

C.4.2

BLS

に関連した温
室効果ガス

（リーケージ（プロジェクトの実施により生じるプロジェクトバウンダリー外での温室
効果ガス排出量の増加）が想定される場合には以下に説明し、モニタリングプラン
において定量化すること）
このような事態は想定されない。

排出源の特
定
C.5 排出量・

C.5.1 不確か

（削減量の定量化において不確かなデータを使用している場合には、削減量の過
大評価がないことを以下に説明すること）

吸収量の定

なデータの使

不確かなデータの使用はない。

量化

用
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（プロジェクトとベースラインシナリオにおける製品又はサービス活動の種類と水準
に著しい差異がある場合には以下に説明すること）

当該状況は特に想定されない。

C.6 備考

（将来、プロジェクトを中止しなければならない状況が想定される場合にはその旨
以下に説明すること）
当該状況は特に想定されない。

（プロジェクト排出量がベースライン排出量より増加するリスクがある場合にはその
旨以下に説明すること）
当該リスクは特に想定されない。

※1：ポジティブリストの条件を全て満たすことを、証拠書類等をもとに説明する。説明にあたっては、証拠書類等の該当箇
所が明確になるよう、対応ページ・箇所の明示を行うこと。なお、説明に使用した資料は、名称及び添付資料番号を
明記し、別紙「プロジェクト申請方法について」の添付資料一覧に整理すること。また、投資回収年数等について記
載しきれない場合には、別添資料で説明してもよい。

11

温室効果ガス排出削減プロジェクト申請書 第 2 版
2009.09.09 改訂

D:その他
（想定される関連法令等については、別紙「プロジェクト申請方法について」を参照のこと）

もくねん工房

さわらびの湯

名栗げんきﾌﾟﾗｻﾞ

2.水質汚濁防止法

ばい煙発生装置
使用届出書提出
該当せず

ばい煙発生装置
使用届出書提出
該当せず

ばい煙発生装置
使用届出書提出
該当せず

3.騒音規制法

該当せず

該当せず

該当せず

D.1 関連する許認可及

4.振動規制法

該当せず

該当せず

該当せず

び関連法令等

5.景観防止法

該当せず

該当せず

該当せず

6.廃棄物の 処理及び
清掃に関する法律

該当せず

該当せず

該当せず

7.環境影響評価法

該当せず

該当せず

該当せず

8.建築基準法

該当せず

該当せず

該当せず

9.外に該当する法令

特になし

特になし

特になし

1.大気汚染防止法

（法令等によって実施が求められていない場合は省略可）

D.2 環境影響評価

該当しない。

及び環境測定

（法令等によって実施が求められていない場合は省略可）

D.3 住民説明会の

該当しない。

実施状況
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