
協働の森づくり
カーボン・オフセット

高知の森からはじめませんか？

Ｈ28．2．29 民間企業による森づくり・木材利用の
環境貢献度「見える化」シンポジウム

You & Kochi

高知県 林業振興・環境部

環境共生課 ＆ 林業環境政策課



高知県

人口：764,456人
（東京都の１８分の１）

面積：710,391 ㎞2

（東京都の３倍）

東京まで飛行機で約２時間



高知県の森林率は８４％

日本一の森林率を誇る高知県
森林面積のうち約６５％は、スギ・ヒノキ
の人工林
面積は約３９万ha、全国第２位の人工林
率です。
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低下

スギ：11,600円

ヒノキ：20,100円

原因は・・・
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森林荒廃
人の手が入らない人工林では、森林の荒廃
が進んでいます。
適切な間伐を行わない森林では、木は十分
に育たず保水力も下がり土砂崩れのリスク
が高まっています。
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協働の森づくり



※ＮＰＯ法人や森林ボランティアとの連携も可能

パートナーズ協定
○ 協定期間は３年以上
○ 協賛金額は企業様からの提案額が基本
○ 「パートナーズ協定書」の締結が事業のスタート

・企業のCSR活動

・森林整備の支援

・森林保全活動への

参加

・森林整備

・森林教育

・交流活動の実施

及びサポート

環境先進企業との協働の森づくり事業

・総合調整（コーディネート）
(企業と市町村の橋渡し)

・交流活動のサポート
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森林の再生
環境先進企業の皆様と協働で
持続可能な森林の再生を目指します。

CO2吸収能力の向上

水を蓄える

高知の森林をCO2吸収源として再生。
地球全体の環境保全へと貢献します。

四万十川などの清流保全に直結する
水源涵養に寄与します。

地域との交流
環境先進企業の皆様と県・市町村及び
地域住民との活発な交流を目指します。

協定森林の活用

体験型環境研修の実施

社員の皆さんと地元住民らとの交流で地
域に元気を。
日帰りから泊まりまで多様な交流活動。

間伐体験などによる社員の皆さんの環
境研修のフィールドとして活用できます。

二
つ
の
柱

環境先進企業と県・市町村等との協働の概要
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毎年度、
「CO2吸収証書」を発行

１
皆様の森林活動を
全力サポート

２

協定森林での取り組みを、
県のＨＰや市町村広報誌で
紹介します。

３
森の名前を自由に付ける
ことができます。また、協働の
ロゴの使い道も自由です。

４
皆様の協定森林の木を
使用した木の名刺台紙を
ご提供します。

５

地球温暖化対策への貢献を数値で
評価。 環境報告書やCSR報告書で

アピールできます。

間伐体験、企業独自のサービスと
組合せなど、協定林の利用方法は

皆様のアイデア次第です。

高知県から
情報発信

皆様が森の
名付け親に

木の名刺を
ご提供します

高知県からの５つのお約束



協働の森づくり事業実績
◆整備済面積・・・約３，３９５ha（H２６年度末現在）

【詳細】
・切捨間伐 （ １，７５１ha）
・搬出間伐 （ １，４６３ha）
・除伐 （ １７０ha）
・植栽 （ ８ha）
・下草刈り （ ２ha）
・作業道 （１３４，２９８ｍ）
・歩道 （ １４，７６６ｍ）
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◆CO2吸収証書発行実績

発行年度 発行件数 ｔ－CO2

H19 3件 1,114t

H20 18件 2,537t

H21 28件 5,431t

H22 34件 9,735t

H23 38件 12,883t

H24 30件 3,512t

H25 45件 14,728t

H26 44件 15,348t

H27 43件 15,355ｔ

合計 283件 80,643t

←制度改定ため減少。

◆25/34市町村



第9回協働の森フォーラム
（175名参加）

←講師、知事、

パートナー企業、
によるパネル
ディスカッション

←知事、市町村

長、森林組合等
代表、パート
ナー企業・団体
が参加した環境
談議 （懇親会）
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森からはじまる地方創生



協働の森 企業との交流活動の事例（一般参加者募集型）

キリンビール 水と自然とくらしのキャンペーン

たっすいがは、いかん！山の手入れ体験バスツアー

キリンビール株式会社／四万十町

•毎年春と秋に50名の一般参加者を募り森林整備活動、木工教室、郷
土料理での昼食交流会などを行っている
•2014年11月には地元で開催される米こめフェスタに合わせて開催
•高知放送との連携で大々的に募集・報道
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協働の森 企業との交流活動の事例（学校との連携）

ツムラ出前授業／林業体験学習

株式会社ツムラ／越知町

•農事組合法人「ヒューマンライフ土佐」との生薬の栽培契約の
縁から、協働の森づくり事業に協賛

•毎年秋から春にかけ、越知中学校の生徒を対象に環境学習
を行っている 21



協働の森 企業との交流活動の事例（観光付き宿泊型）

「東京海上日動 未来への森」森林保全
ボランティア活動

東京海上日動火災保険株式会社／安芸市

・東京海上日動火災保険及び関連企業の社員やご家族が参加

・１日目は記念植樹や間伐体験をした後、
懇親会を開催。全国から集まる仲間との
交流ができると参加者は楽しみにしている。
（アトラクションではよさこい踊り、絵馬の贈呈、
弥太郎紙芝居、写真スライドでおもてなし。）

・２日目は安芸市内の観光など。

紙芝居の上映 作業風景スライドショー
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協働の森 企業との環境ビジネス例①

「オンワード・リユースパーク」で使用される
ハンガーやレジカウンター、休憩用の丸太イス、
その他多くの備品に、高知県産の間伐材を
使用していただいています。

この取り組みに対し、1,800kgのCO2を
固定していることを証明する証書が発行されました。

お店の収益は「土佐山オンワード〝虹の森″」の
森林保全活動にも活用されます。

オンワードリユースパークでの高知県産材活用

協定企業：オンワードホールディングス
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協働の森 企業との環境ビジネスの事例②

津野町の協定森林「RYOMA-FOREST(龍馬の森)」

協定企業:福島ミドリ安全株式会社

▼東日本大震災プロジェクト 間伐材ボックスの開発 ⇒ 津野町の木工加工店制作
▼CO2クレジットJ-VERの創出 ⇒プロジェクト経費の支援 ⇒カーボン・オフセット商品
▼高知県 「津野町」の名前と「CO2クレジット・津野町ヒノキ」を全国に売り出している
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協働の森 企業との環境ビジネスの事例③

四万十町の協定森林 「コクヨ 四万十 結の森」

協定企業:コクヨグループ

▼1998大正町森林組合と間伐材利用商品の業務提携⇒2006「コクヨ－四万十・結の森プロジェクト」
がスタート ⇒ カウネットの「結の森商品」オンラインショッピング展開→ポイントを使った「結の森」

への寄付も募っている。
▼四万十高校・コクヨ・筑波大学と「結の森」での森林整備と保水力調査を実施→FSC認証を進めて

いる。
▼高知県 「四万十町・四万十高校」の名前と「四万十ヒノキ」を全国に売り出している 29



協働の森 協定森林材活用事例

協定森林の材を使用した

オフィス等の木質化やノベルティ―グッズの作成

JT TORANOMON LOUNGE/奈半利町

DMI商談室/四万十町

JT 海外のお客様用お土産/奈半利町

KDDIノベルティ―/四万十市

←モア・トゥリーズ
/中土佐町

↑オンワード/高知県
30



カーボン・オフセット



オフィスや工事、移動（自動車・飛行
機）での温室効果ガス排出量を把握
する

省エネ活動や環境負荷の少ない交通手
段の選択など、温室効果ガスの削減努
力を行う

削減が困難な排出量を把握し、他の場
所で実現したクレジットの購入または他
の場所での排出削減活動を実施

対象となる活動の排出量と同量
のクレジットで埋め合わせ（相
殺）する

【定義】
市民、企業等が、
①自らの温室効果ガスの排出量を認識し、
②主体的にこれを削減する努力を行うとともに、
③削減が困難な部分の排出量を把握し、
④他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等（クレジット）の購入、他の場所で排出削減・吸収を
実現するプロジェクトや活動の実施等により、③の排出量の全部又は一部を埋め合わせること。

EX. 【林道○○線工事を受注】

工事で発生するCO2排出量を算定。

（工事機械、車両による燃料使用量から算定）

■削減努力

（工事機械のアイドリングストップ、通勤車両の乗り
合わせなど。

※努力により削減できなくても良い。

■削減できない排出量見合いのクレジットを購入

※購入は、排出量の全量を購入しなければいけない
わけではない。一部の機械に限定することも可能

■カーボン･オフセットの実施

※購入できるクレジットには、いくつかの種類がある。

※高知県内で創出したクレジットを使用することが望
ましい。

カーボン・オフセットとは



• オフセット･クレジット
（Ｊ－ＶＥＲ）制度

• 高知県版Ｊ－クレジット制度

高知県のクレジット



高知県森林吸収量取引
プロジェクトＡ・Ｂ

荒廃した県有林を間伐整備するこ
とで、森林吸収量の増大を実現！

施業前 施業後

Ｃ
Ｏ
２
吸
収
量

２，３０５t-CO2の

クレジットを発行



高知県木質資源
エネルギー活用事業Ａ・Ｂ

未利用の林地残材をバイオマス利用
することで化石燃料の削減を実現！

施業前 施業後

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

２０，２５７t-CO2

のクレジットを発行



２２，５６２t-CO2の

クレジットを発行

オフセット･クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）



• オフセット･クレジット
（Ｊ－ＶＥＲ）制度

• 高知県版Ｊ－クレジット制度

高知県のクレジット



J -クレジット制度において、運営主体として承認された地方公共団体及びそ
の集合体が、排出削減・吸収量の認証を行う制度で、J-クレジット運営委員会

が地域版Ｊ－クレジット制度の承認に関する審議を行い、環境省、経済産業
省、農林水産省が承認した制度をいう。

・J-クレジット制度と比較してプロジェクト経費が安価である。

メリット

・高知県が制度主体になり、高知県オフセット･クレジット認証センター
が運営事務を行うことで、プロジェクトを円滑に実施することができる。

・クレジット使途が、J-VERよりも広がり、カーボン･オフセットの他
埼玉県排出量取引条例、温対法の算定報告公表制度での活用
も可能になった。

・従来実施されてきた除伐、間伐について、内容をきちんと整理し、
第三者の確認を受けることですることで、その環境価値を販売
することができるようになった。

高知県版Ｊ－クレジット制度



津野町

土佐町
大豊町

本
山

北川村

高知市

安芸市

いの町

香美市

梼原町

四万十町

四万十市
(新規）

三原村

黒潮町

中土佐町

ニッポン高度紙工業株式会社
67.25ha ／818t-CO2

県森林整備公社
24.68ha ／831t-CO2

大豊町
22.08ha ／808t-CO2

土佐町
14.24ha／296t-CO2

梼原町
154.55ha ／3,088t-CO2

津野町
32.43ha ／432t-CO2

中土佐町
142.24ha ／2,969t-CO2

四万十町森林組合
100.03ha ／1,097t-CO2

プロジェクト代表事業者
面積／想定排出削減・吸収量(t-CO2)

いの町
21.64ha ／213t-CO2

高知市
34.74a ／922t-CO2

三原村
35.99ha ／586t-CO2

四万十市
95.90ha ／2,987t-CO2(見込み）

高知県版Ｊ－クレジットプロジェクトの実施状況

１２プロジェクト

創出クレジット量：９，２０６t-CO２



１．イベント

２．自己活動

３．商品

４．公共工事

クレジット活用事例



カシオ・ワールド・オープン大会事務局

ギャラリーバスからの排出をオフセット

大会期間中のギャラリーバス運行時に
発生するCO2（約20ｔ分）を毎年オフセット。
今年で６回目になります。
今年の契約締結式では、大会実行委員長の
樫尾隆司様と岩城副知事とで契約書を交わ
していただきました。

１．イベントをオフセット



日本トイザらス株式会社

空調の交換工事で排出されるＣＯ２を
オフセット

トイザらス・ベビーザらス高知店の空調機
一部交換工事で排出されるCO2排出量を、
吸収系排出削減系のクレジットを半分ずつ
購入しオフセット。

２．自己活動をオフセット



高知県内の各事業者

「選ぶこと」が環境貢献につながる。
購入者の排出量をオフセットする商品。

商品に一定量のクレジットを付与して販売する
ことで、購入者の日常生活で排出されるＣＯ２
の一部をオフセット。
購入することで間接的に森林整備へ貢献。

３．商品をオフセット



高知県内各事業者

森林土木工事で排出されるＣＯ２を
オフセット

水源森林再生対策工事や森林基幹道開設
工事などの森林土木工事で使用する重機
や車両などにより排出されるCO2排出量を
オフセット。

４．公共工事をオフセット



パルプ材

丸太（用材）

林地残材

排出削減（J-VER）

森林吸収（J-VER）

CO2

O2

CO2

O2

CO2

O2

カーボン・オフセット
環境貢献

プロジェクト
事業者

新たな雇用

荒廃森林

間伐

企業等

新たな森林整備

森林整備
加 速

中山間地域
活性化

温暖化
対 策

捨てればゴミ
生かせば資源

国土保全
（災害に強い国土）

水源涵養

土砂流出防備

生物多様性

“材” を ”財” に！



ご静聴ありがとうございました


