
平成25年度「どんぐりポイント事業」の現況について 
― どんどん広げよう！どんぐりポイントの輪 ― 

    平成26年1月31日 
 
CFPオフセットポイント推進委員会 
    委員長  西 哲生 
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資料４ 



• 本事業では、CFPを活用したカーボン・オフセットの

認知率を向上させながら、利用の促進をはかるため
「どんぐりマーク」にポイントを付けて市場に投入し、
そのポイントを収集したコミュニティに商品・サービス
の交換というインセンティブを与えることにより、CFP
を活用したカーボン・オフセット商品の認知と購買を
促進することを狙いとしている。  

• こうした仕組みは一時的なものではなく、継続的な
持続可能な社会システムにしていく必要がある。  
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どんぐりポイント事業の目的 



全体の統括・運営 
(株)インテージリサーチ 

制度の運営管理 
(一社)産業環境管理協会 

普及・広報宣伝 
(株)アサツーディ・ケイ 

(株)文化放送開発センター 
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どんぐりポイント事業の事業スキーム・体制 
◆事業スキーム 
 経済産業省 平成25年度「「見える化」制度連携活性化事業費補助事業」 
   補助管理費  定額     還元補助費  ２／３ 
 
 
◆CFPオフセットポイント推進委員会  
 



協賛事業者になるための3つのステップ 

ＣＦＰマーク 

どんぐりマーク 

【CFP】CO2排出総量を算定する 
企業等がカーボンフットプリント（以下「ＣＦＰ」という。）を用いて「見える化」された 
自らの製品のライフサイクルでの温室効果ガス排出量を認識し、主体的に排出量の削減努力を行います。 

【オフセット】排出したCO2排出総量を算定する 
自らの製品のライフサイクルでの温室効果ガス排出量にて削減が困難な排出量について、クレジットを
購入し、その排出量の全部を埋め合わせることをいいます。この制度の専用のラベル(どんぐりマーク)
を用いることで、企業等は、消費者に対し自社の環境配慮の取組をより分かりやすくアピールできます。
また、消費者にとっては、差異化された環境配慮製品が選びやすくなるとともに、温暖化対策を自分ご
ととして捉えることができます。 

「製品を購入すると売上の一部が環境保護活動に活用される」ことや「ラベルを集めると、地域社会に 
貢献できる」といった、より販売推進につながる制度です。 

【どんぐりポイント】買って集めて支援する どんぐりポイントラベル   
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「どんぐりポイント制度」の概要 

協賛事業者 
（例：日用品・メーカー） 

どんぐりポイントコミュ二ティ 
商店街 
環境団体、NPO団体等 
学校のPTA 
ロータリークラブ 

集票・集計、 データ分析 
システム運用、商品の手配 

ポイント申請数報告 

店舗 

消費者 
対象製品を選択・購入 

交換商品 
提供事業者 

どんぐりポイント 
サポーター 

CFP取得、クレジット購入 
販売製品にラベル貼付 

交換商品・サービスの送付 

商品代金の支払い 
どんぐりポイントラベル送付 
  （ポイント申請） 

ポイント原資拠出 

どんぐりポイント 
寄付団体 

委員会 
（事務局） 
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「どんぐりポイント制度」の背景 

地球温暖化の進行 

 環境に配慮した製品の普及 
 
 環境に配慮した製品を発売している企業の評価拡大 
 
 消費者の商品選択面での意識改革 
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申請登録事業者（2014年1月17日時点） 
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事業者名 対象商品・サービス 1製品・サービスあたりの
ポイント数（予定） 

製品・サービスの提
供数（予定） 

NPO法人コンベンション 
札幌ネットワーク 

バスツアー 200 50人 

SGムービング株式会社 引越事業 2,000 5,000件 

株式会社デコス デコスファイバー 
（建築用断熱材） 

100 700～1,400個 

NIK環境株式会社 収集運搬 1㎏または2㎏に1ポイン
ト 

未定 

アイガモファーム小野越 精米・玄米 5kg1袋に300ポイント 170袋 

丸玉産業株式会社 合板 1㎥あたり100ポイント 1,000㎥ 

パソナ農援隊 バーニャカウダ 100 1,000個 

朝日化工株式会社 給食用食器 ５ 50,000個 

クリーンテックス・ジャパン 玄関マット 4,000 1,000枚 

合同会社ひびくー タンブラー 25 1,300個 

タマヤ株式会社 イベント用 紙製食品
トレー 

1 10,000枚 



発行ポイントに関するルール 

◆商品価格の100分の１ポイントを付ける 
  100円の商品であれば、1ポイント＝1円 
 
◆想定回収総ポイント数を最低10,000ポイントとする。 
 
◆想定回収ポイント率は10％とする。 
 
＊ただし、以上は原則です。 



協賛事業者としての申し込み手続き 

協賛事業者登録申請書の提出・承認 

協賛事業者申込書の提出・承認 

PCR・CFPの有無・ 
登録公開の有無 

CO2クレジット等の購
入・オフセット認証 

ポイントの付与 

PCRの策定・CFP
の算出等 

CO2クレジットの 
取得 

無 

無 

有 

有 
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協賛事業者のメリット（費用面） 

◆CFP取得にかかる費用 
 PCRの策定・認定やCFPの算出・検証にかかる費用は、補助事業期間中は 
無料です。 
 ※CFPの登録・公開料はご負担いただきます。 
           
◆クレジットの購入にかかる費用 
 CO2クレジットの購入手続きなどにかかる費用は、無料です。 
（経済産業省委託事業「J-クレジット等の大口向けマッチングスキーム構築・運
営等事業」、及び「J-クレジット等の地産地消における活用推進事業」を活用し
た場合）   
 ※CO2クレジットの購入にかかる費用はご負担いただきます。（トンあたり1,000
円等） 
     
◆ポイント原資とシステム利用料 
 ポイント原資は必要ですが、収集されたポイント費用については最大で２／３
の補助が受けられます。 
 ※コミュニティが収集したポイントの費用と、それと同額のシステム利用料が負担と
なります。 

 
 



協賛事業者のメリット（広報・宣伝面） 
①ラジオ番組「久保純子のどんぐりラジオ」での紹介（2~3月）   
      （文化放送系列の首都圏・札幌・愛媛の３地域） 
 
②YOMIURI ONLINEでの紹介 （3月） 
  ■協賛事業者名・商品サービスをタイアップアップページに掲出 
     ※どんぐりポイントHP経由で各事業者HPへリンク 
 
③日経エコロジー／読売新聞（朝刊）での紹介（3月） 
  ■協賛事業者名・商品サービスを純広枠で掲出 
     ※ビジネス誌の追加展開を検討中 
 
④日本教育新聞：純広枠での紹介（３月） 
      （小中高校と教育委員会を広くカバーする媒体） 
  ■協賛事業者名の掲出 
 
⑤ニュースリリースでの紹介（２月） 

11 



どんぐりポイントの収集・送付 
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◆商品やパッケージにシールを貼る 
 
◆商品やパッケージにラベルを印刷する 
 
◆カードにして配布する 
 
◆シリアルナンバーを入力する 
 
 など 

どんぐりポイントの種類 
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読売新聞／日経エコロジー：３月広告展開イメージ 

■日経エコロジー4月号 
 （３月発売） 
   …フルカラー1ページ 
 
■読売新聞（朝刊） 
  （３月掲載） 
   …全15段（モノクロ） 

どんぐりポイント協賛事業者名・商品名・商品写真が掲載されます。 

※読売新聞広告イメージ 14 



文化放送「久保純子のどんぐりラジオ」 
【放送内容】  
  久保純子さんのライフスタイルを紹介しながら、ゲストとのトークを通じて、 
  これからの、人に、地球に、環境に“優しい・楽しい・素敵な生活”を提案します。 
  番組の中では、11月1日からスタートした「どんぐりポイント制度」について、 
  様々な方から詳しくお話を伺います。 

【放送時間】  
  文化放送） 2013年12月6日(金)  
      毎週金曜日 20：30 ～ 20：45 
  STVラジオ） 2014年1月3日(金) 放送開始  
      毎週金曜日 19：30 ～ 19：45 
  南海放送） 2014年1月5日(日) 放送開始 
      毎週日曜日 18：00 ～ 18：15 

【久保純子プロフィール】  
  1972年1月24日生まれ。1994年にNHK入局。 
  2004年にフリーアナウンサーとなり、テレビ、ラジオ等に 
  出演する傍ら、 著書や絵本の翻訳なども手がける。 
  米国にて、モンテッソーリ教育を学ぶなど、 「子ども」と 
  「言葉」に関わる仕事に情熱を傾ける。２児の母。   
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東京スカイツリー®  サンプリングイベント 

【実施概要】  
  2012年5月のオープンより、いまだに客足の衰えない東京スカイツリー。 
  土日・祝日には特に、全国から多くの人が集まります。 
  スカイツリーの中央に位置する「ソラマチひろば」。 
  TOKYO SKYTREE TOWN® STUDIOがあり、大勢の家族連れ、 
  観光での団体、近隣の方が集まります。 
  こちらで「どんぐりポイント」周知のサンプリングを 
  サンプリングスタッフにより、お客様1人1人手渡しにて行います。 

サンプリングイメージ 

【実施日】  
  2014年3月8日(土) 

【サンプリング数】  
  10000個(予定) 
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全国高校生環境ネットワーク 
【活動主旨】  
  全国高校生環境ネットワークは、全国高校生エコ・アクション・プロジェクトが 
  構築している高校生の環境活動交流ネットワークです。  
  そして世界の将来を担う高校生の環境活動を応援しています。 

【高校生環境活動発表会 全国大会】  
  高等学校の生徒さんが日頃から実践されている、さまざまな環境活動を発表し、 
  他校の環境活動を知ることによって、これからの地球環境の保全について考える 
  とともに、環境活動に熱心な高校生同士が、 
  交流をはかることを目的としています。  
  日時：2014年2月8日(土)・9日(日)  
       8日…高校生環境シンポジウム 
       9日…高校生環境活動発表会 全国大会  
  会場：文化放送メディアプラスホール(東京・浜松町) 

【高校生環境活動情報誌】  
  年に２回、全国高校生エコ・アクション・プロジェクトが発行を 
  している情報誌で、全国の約５０００校の高校へ無料配布 
  するとともに全てのページをWEB上に掲載しています。 
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どんぐりポイント制度への取組計画（コンベンション札幌ネットワーク） 

●グリーンエクスカーション テクニカルツアー（仮称） 
 

参加者２０〜３０人 
※施設名称、ルート等は例示です 

オフィスビル 

スーパー 

公共施設 

工場 

札幌市 

札幌市内の環境配慮型施設を視察 

どんぐりポイントツアー 

ポイント集約 

環境保全へ還元 

つける 

あつめる 

まもる 
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どんぐりポイント制度への期待（丸玉産業株式会社） 

津別工場 

子供達への 
環境教育活動

を支援 

CFP 
普及促進 

認知度向上 

CFP 
認定製品を 

工務店さんが 
高く評価 

丸玉産業株式会社 

寄付 用途 

社内においては、別工場において 
 「どんぐりポイント制度」 
参加する方向で、検討が開始されました。 

買
っ
て 

集
め
て 

応
援 
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どんぐりポイント制度への取組計画（株式会社デコス） 
●スキーム案 

① 

② 
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                                全国展開 
 

                                   一般的な商品 
                                      スーパー・コンビニで 

                             展開 
 
                     
    

今後の課題と展望 
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点     ⇒     線      ⇒     面 

                  地域プロジェクト 
 

                  業界プロジェクト 
 

                   流通キャンペーン 
 
 

事例の構築 
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