
 

 

 

取引実績について 

（１）  クレジットの発行件数（平成 28年 9月 30日現在） 

 

 

   

 

 

  

0 ｔ-CO2 15,700 ｔ-CO2 141,121 ｔ-CO2 641,257 ｔ-CO2 1,572,251 ｔ-CO2 4,994,885 ｔ-CO2 7,365,214 ｔ-CO2

(0 件) (19 件) (71 件) (115 件) (237 件) (617 件) (1,059 件)

117 ｔ-CO2 1,094 ｔ-CO2 14,255 ｔ-CO2 7,936 ｔ-CO2 12,784 ｔ-CO2 1,250 ｔ-CO2 37,436 ｔ-CO2

(3 件) (14 件) (261 件) (136 件) (257 件) (3 件) (674 件)

7,285 ｔ-CO2 7,423 ｔ-CO2 8,209 ｔ-CO2 8,636 ｔ-CO2 133 ｔ-CO2 131 ｔ-CO2 31,817 ｔ-CO2

(1 件) (1 件) (2 件) (2 件) (1 件) (1 件) (8 件)

39,244 ｔ-CO2 23,777 ｔ-CO2 132,490 ｔ-CO2 13,725 ｔ-CO2 29,193 ｔ-CO2 3,081 ｔ-CO2 241,510 ｔ-CO2

(22 件) (16 件) (22 件) (14 件) (19 件) (4 件) (97 件)

0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 61,426 ｔ-CO2 61,426 ｔ-CO2

(0 件) (0 件) (0 件) (0 件) (0 件) (4 件) (4 件)

0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 1,298 ｔ-CO2 4,259 ｔ-CO2 5,557 ｔ-CO2

(0 件) (0 件) (0 件) (0 件) (2 件) (4 件) (6 件)

46,646 ｔ-CO2 47,994 ｔ-CO2 296,075 ｔ-CO2 671,554 ｔ-CO2 1,615,659 ｔ-CO2 5,065,032 ｔ-CO2 7,742,960 ｔ-CO2

(26 件) (50 件) (356 件) (267 件) (516 件) (633 件) (1,848 件)

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計クレジット種類 平成27年度 平成28年度

合計

埼玉連携クレジット

超過削減量

都内中小クレジット

都外クレジット

再エネクレジット
（環境価値換算量）

再エネクレジット
（その他削減量）
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（２） クレジットの移転件数（平成 28年 9月 30日現在） 

 

備考

0 ｔ-CO2 6,307 ｔ-CO2 132,623 ｔ-CO2 534,531 ｔ-CO2 353,141 ｔ-CO2 1,121,575 ｔ-CO2 2,148,177 ｔ-CO2

(0 件) (10 件) (73 件) (103 件) (117 件) (158 件) (461 件)

20,576 ｔ-CO2 19,659 ｔ-CO2 32,135 ｔ-CO2 26,407 ｔ-CO2 63,153 ｔ-CO2 126,524 ｔ-CO2 288,454 ｔ-CO2

(4 件) (6 件) (17 件) (29 件) (55 件) (62 件) (173 件)

0 ｔ-CO2 286 ｔ-CO2 3,441 ｔ-CO2 6,257 ｔ-CO2 48,670 ｔ-CO2 126,524 ｔ-CO2 185,178 ｔ-CO2

(0 件) (1 件) (3 件) (12 件) (45 件) (62 件) (123 件)

19 ｔ-CO2 59 ｔ-CO2 7,692 ｔ-CO2 8,141 ｔ-CO2 10,663 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 26,574 ｔ-CO2

(1 件) (1 件) (9 件) (7 件) (5 件) (0 件) (23 件)

7,285 ｔ-CO2 7,423 ｔ-CO2 8,136 ｔ-CO2 8,235 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 31,079 ｔ-CO2

(1 件) (1 件) (1 件) (1 件) (0 件) (0 件) (4 件)

13,272 ｔ-CO2 11,891 ｔ-CO2 12,866 ｔ-CO2 3,774 ｔ-CO2 1,411 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 43,214 ｔ-CO2

(2 件) (3 件) (4 件) (9 件) (2 件) (0 件) (20 件)

0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 2,409 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 2,409 ｔ-CO2

(0 件) (0 件) (0 件) (0 件) (3 件) (0 件) (3 件)

0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 187 ｔ-CO2 44,478 ｔ-CO2 44,665 ｔ-CO2

(0 件) (0 件) (0 件) (0 件) (1 件) (7 件) (8 件)

6,670 ｔ-CO2 3,315 ｔ-CO2 5,742 ｔ-CO2 6,265 ｔ-CO2 10,036 ｔ-CO2 167,339 ｔ-CO2 199,367 ｔ-CO2

(3 件) (6 件) (14 件) (11 件) (19 件) (113 件) (166 件)

2,095 ｔ-CO2 6,909 ｔ-CO2 6,700 ｔ-CO2 6,679 ｔ-CO2 8,912 ｔ-CO2 171,054 ｔ-CO2 202,349 ｔ-CO2

(1 件) (6 件) (15 件) (7 件) (19 件) (109 件) (157 件)

0 ｔ-CO2 285 ｔ-CO2 1,999 ｔ-CO2 1,114 ｔ-CO2 6,705 ｔ-CO2 152,031 ｔ-CO2 162,134 ｔ-CO2

(0 件) (1 件) (4 件) (3 件) (14 件) (91 件) (113 件)

0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 7 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 151 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 158 ｔ-CO2

(0 件) (0 件) (1 件) (0 件) (1 件) (0 件) (2 件)

0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 459 ｔ-CO2 459 ｔ-CO2

(0 件) (0 件) (0 件) (0 件) (0 件) (1 件) (1 件)

2,095 ｔ-CO2 6,624 ｔ-CO2 4,694 ｔ-CO2 1,385 ｔ-CO2 1,580 ｔ-CO2 10,210 ｔ-CO2 26,588 ｔ-CO2

(1 件) (5 件) (10 件) (3 件) (2 件) (6 件) (27 件)

0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 701 ｔ-CO2 701 ｔ-CO2

(0 件) (0 件) (0 件) (0 件) (0 件) (3 件) (3 件)

0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 476 ｔ-CO2 4,210 ｔ-CO2 4,686 ｔ-CO2

(0 件) (0 件) (0 件) (0 件) (2 件) (4 件) (6 件)

0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 4,180 ｔ-CO2 0 ｔ-CO2 3,443 ｔ-CO2 7,623 ｔ-CO2

(0 件) (0 件) (0 件) (1 件) (0 件) (4 件) (5 件)

29,341 ｔ-CO2 36,190 ｔ-CO2 177,200 ｔ-CO2 573,882 ｔ-CO2 435,429 ｔ-CO2 1,630,970 ｔ-CO2 2,883,012 ｔ-CO2

(8 件) (28 件) (119 件) (150 件) (211 件) (449 件) (965 件)

再エネクレジット
（環境価値換算量）

合計

一般管理口座間の移転

指定管理口座から一般管理口座への移転

超過削減量

都内中小クレジット

再エネクレジット
（環境価値換算量）

埼玉連携クレジット

内訳

再エネクレジット
（その他削減量）

埼玉県の一般管理口座への移転

超過削減量

一般管理口座から指定管理口座への移転

内訳
再エネクレジット
（その他削減量）

その他ガス削減量

埼玉連携クレジット

将来の義務充当に向けた移転

平成26年度 合計

事業所の削減した数値から取引可能
なクレジットへ

所有者が変わる一般的な意味での排
出量取引

平成27年度

都外クレジット

平成28年度

都内中小クレジット

移転種類

義務充当

平成23年度 平成24年度 平成25年度


