新潟県の地球温暖化対策

カーボン・オフセット
新潟県のクレジットは、新潟県に様々な恵みをもたらす森林整備に由来しています。
クレジットを活用することでCO（二酸化炭素）
のオフセットに加え、
2
これらの森林の整備に貢献することができます。

トキが暮らす佐渡の森づくりを進めます

1000年先の未来に残せる森（悠久の森）づくりのために

阿賀悠久の森クレジット

佐渡トキの森クレジット
公益社団法人

新潟県農林公社

阿賀町 農林商工課 林政係

〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町15-2
TEL 025-285-7711 FAX 025-285-5070

〒959-4495 新潟県東蒲原郡阿賀町津川580
TEL 0254-92-5764 FAX 0254-92-5479

阿賀野川を育む悠久の森

つがわ狐の嫁入り行列 旅立ち
（写真提供：阿賀町）

トキが舞う島 佐渡

～プロジェクトの特徴～
○CO 2吸収量を確保し温暖化対策を推進します。
○放鳥されたトキの生息環境の向上や豊かな森林生態系の保

（写真提供：環境省）

○「 1000年 先の未 来に残せる森（ 悠 久の森 ）」
をつくります。

プロジェクト代表事業者 公益社団法人新潟県農林公社

○ C O 2 吸 収や水 源かん養といった森 林が持つ諸 機 能を高め、
きれいな空 気と水を阿 賀 野 川 下 流 域に提 供します。

全に寄与します。
○カーボン・オフセットの収益をもとに、間伐等の森林整備の促

プロジェクト名

新潟県佐渡市「トキの森」整備事業

進と林業の活性化を図ります。
○トキの森プロジェクトを通じて佐渡の森林を守ることや、森やま
ちづくりを応援したいという、みんなの願いを実現します。

プロジェクト実施場所

佐渡市 新穂、佐和田、金井、畑野、真野地区など

対象森林面積

約162ha

クレジット発行量
（H28年4月現在）

～プロジェクトの特 徴 ～

4,965t-CO2

CREDIT
新潟県の

○ 森 林 整 備による健 全な森 林 育 成を図りながら、その過 程で
発 生する木 質バイオマスを有 効 利 用することで、製 造から消
費までを行うエネルギー循 環 型のまちづくりを推 進します。

約70ha（間伐プロジェクト）、7台（削減プロジェクト）

クレジット発行量
（H28年4月現在）

2,361t-CO2

雪の権現堂山

紅葉と奥只見湖
（写真提供：魚沼市観光協会）

～プロジェクトの特徴～
○森林整備により、CO 2 吸収機能、生物多様性の保全機能、水
源かん養機能を高め、森の恵みを活かした雪国魚沼らしい森を
つくります。
○間伐材の利用を促進し、
木材が流通する仕組みづくりを行います。
○私たちの生活が水や森林をはじめとする自然の恵みに支えら
れ、
自然と密接に繋がっていることの理解を深めるため、
自然体
験や環境学習を実施します。

これらの森林の整備に貢献することができます。

雪国が100年後も雪国であるために

プロジェクト代表事業者 魚沼市
プロジェクト名

雪の恵み、土の想い、森の夢 ～みんなでつなぐ命の環～
魚沼わくわくの森プロジェクト

プロジェクト実施場所

魚沼市 堀之内、入広瀬地区など

対象森林面積

約93ha

クレジット発行量
（H28年4月現在）

H28年度以降、発行予定

雪と森に育まれる「銘水」を守るために

雪の郷 竜神の森クレジット

南魚沼銘水の森クレジット

津南町森林組合

南魚沼市 市民生活部 環境交通課

〒949-8311 新潟県中魚沼郡津南町大字中深見乙2176
TEL 025-765-2510 FAX 025-765-4590

〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町180-1
TEL 025-773-6666 FAX 025-773-6724

雪の苗場山

全国名水百選「龍ケ窪の水」
（写真提供：パラドックス）

～プロジェクトの特徴～

○地域NPO等と連携したカーボン・オフセットの普及に取り組みます。

対象森林面積・対象設備

魚沼市 環境課 環境対策室

クレジットを活用することで CO₂ のオフセットに加え、

めの環境を次世代に残します。

阿賀町 上川、津川地区など

〒946-8601 新潟県魚沼市小出島130-1
TEL 025-792-9766 FAX 025-792-9500

森林の整備に由来しています。

「 雪国が100年後も雪国である」
た
○CO2吸収量を増加させ、地球温暖化を抑え、

プロジェクト実施場所

魚沼わくわくの森クレジット

新潟県のクレジットは、新潟県に様々な恵みをもたらす

定された
「龍ヶ窪」に代表される山林の水土保全に寄与します。

「阿賀悠久の森」間伐プロジェクト、
「阿賀悠久の森」ペレットボイラーによる
温室効果ガス削減プロジェクト

プロジェクト名

人と自然が集う雪国魚沼の森を未来につなぐために

クレジットのご紹介

○世界でも有数の豪雪地帯（雪国）
である津南町において、全国名水百選に選

プロジェクト代表事業者 阿賀町

プロジェクト代表事業者 津南町森林組合
プロジェクト名

「苗場山麓 竜神の森」プロジェクト

プロジェクト実施場所

津南町 穴藤、赤沢、谷内、
上郷子種新田地区など

対象森林面積

約165ha

クレジット発行量
（H28年4月現在）

4,478t-CO2

南魚沼産コシヒカリ

～プロジェクトの特徴～
○地球温暖化による地域の主要産業への影響を回避するため、適切な
間伐の実施により、CO2吸収量を増加させます。

夫婦滝

（写真提供：南魚沼市観光協会） （写真提供：南魚沼市）

魚野川
（写真提供：南魚沼市）

プロジェクト代表事業者 南魚沼市

○森林の水源かん養機能を高め、南魚沼産「コシヒカリ」や「日本酒」
を
造る
「銘水」
を守ります。

プロジェクト名
プロジェクト実施場所

南魚沼市 塩沢地区など

○木質ペレット等の利用を促進し、用材として利用できない間伐材の有
効活用を図ります。

対象森林面積

約82ha

クレジット発行量
（H28年4月現在）

「南魚沼銘水の森」間伐プロジェクト

1,482t-CO2

カーボン・オフセットとは

CO2
吸収

CO2

CO2

吸収

吸収

資金等の支援

日常生活や経済活動において排出されるCO 2 等の温室効
果ガスを、別の場所でのCO 2削減・吸収量を購入することによ

オフセット

り、埋め合わせる
（オフセットする）
という考え方です。

（埋め合わせ）

どうしても
減らせない排出量

＋CO2

別の場所での
削減・吸収量

削減・吸収量（クレジット）

－CO2

カーボン・オフセットの取組方法
日本で行われているカーボン・オフセットには、大きく分けて５つの取組があります。私達は自分でカーボン・オフセットを行うほかに、
カーボン・オフ
セットした商品やサービスの購入などを通してカーボン・オフセットに参加することができます。

カーボン・オフセットフォーラム
（J-COF）の資料から引用

新潟県のクレジット認証・発行の仕組み
新潟県では、県内で実施される森林整備によるCO 2 吸収量や木質ペ

〈県版クレジット制度管理者〉

新潟県のクレジット発行の仕組み

申請

レットボイラー等によるCO2削減量をクレジットとして認証・発行しています。

認証

認証委員会

新潟県がクレジットを認証・発行する仕組みは、国からの承認を受けてお

登
ット
ジ
レ
ク

承認

り、新潟県のクレジットは国が認証・発行するクレジットと同レベルの信頼

（国と同レベル）

〈プロジェクト実施者〉 検証等
森林整備事業者 等

〈審査機関〉
ISO14065の
認証を取得した
審査機関

新潟県版
クレジット

録

性が確保されています。
国

〈クレジット制度管理者〉
環境省・経済産業省・農林水産省

クレジット登録簿

制度運営委員会

新潟県のクレジットを活用したカーボン・オフセットの取組につけられるマークです。
このマークは、CO2のオフセットだけではなく、
新潟に様々な恵みをもたらす森林の整備にも貢献している
「しるし」
です。

新潟県県民生活・環境部環境企画課
TEL：025-280-5150 FAX：025-280-5166
Mail：ngt030150@pref.niigata.lg.jp

この印刷物の印刷時に排出されるCO2は、
新潟県内のプロジェクトによりオフセットしています。

