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環境省･オフセットクレジット認証運営重点会

(事務局:気候変動対策認証センター)御中
平成22年12月21日

オフセット･クレジット(J‑VER)プロジェクト登最依頼書
オフセットクレジット(J‑VER)制度における妥当性確認が終了しましたので､プロジェクト登録を依頼します｡
プロジェクト名1

白神山麓.八峰町有林J‑VERプロジェクト

【依頼者】プロジェクト代表事業者間州 lZl
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プロジェクト事業者.プロジェクト参加者
プロジェクト事業者名 價ｩ̲I*ﾂ

プロジェクト参加春名
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オフセットクレジット(J‑VER)取得予定者

以下のうち当てはまる項目に田
事業者名(フリガナ) 價ｩ̲I*ﾂ
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田本プロジェクトのプロジェクト代表事業者である.
□本プロジェクトのプロジェクト事業者である｡
ロ本プロジェクトのプロジェクト参加者である｡

妥当性確牡機関
妥当性確認機関名 乘H

檍

､
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1プロジェクト名は､抽象的な表現を避け､ ｢○○県△△事業者による□□ (排出削減技術)を用いた温室効

果ガス排出削減事業｣のように､先にプロジェクト実施場所やプロジェクト事業者名を入れる等により､第三
者に事業内容が伝わりやすいものとしてください｡但し､事業の愛称やキャッチコピーをサブタイトルとして
つけていただくことは可能です｡
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プロジェクト情報
（具体的な内容を簡潔に記載すること。）
【プロジェクトの目的・内容】
○目的
秋田県八峰町有林を持続的に管理するため、間伐が必要なスギ人工林において
適期に間伐を実施し、森林の健全性を維持するとともに、CO2 吸収の促進を図る。
○内容
間伐を実施した森林の CO2 吸収量について、オフセット・クレジット（J-VER）を取
得・販売し、その追加的資金を活用して、更に今後、必要な間伐、作業道の整備を
進めていく。
【適格性基準との整合性】
C.1.1 ポジティブリストの番号 No.R.001 ver. 3.0
C.1.2 条件１
対象地は、森林法第 5 条に規定される地域森林計画対象森林に含まれる。
C.1.3 条件２
①対象地は、森林施業計画、空中写真で対象地の位置、間伐計画を確認し、森
林施業計画内に収まっていることを確認した。
プロジェクト概要
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②クレジット発行対象期間内に対象地の森林施業計画書において転用及び主伐
が計画されていない。また、モニタリング・検証にあたって、伐採届を提出。
③間伐率は八峰町森林整備計画の定めに従い、30～50％で実施する。
④対象林分は、2007 年度から 2010 年度に間伐を行う林分を対象としている。
C.1.4 条件３
森林施業計画は、八峰町森林整備計画に適合するものとして認定されている。
森林整備計画の長期の方針に基づいて、適切な間伐、主伐後の再造林等を行
い、持続的な森林経営を実施する。
【法令遵守状況】
森林・林業基本法（第 9 条）、森林法（第 5 条、第 11 条、第 34 条）を遵守する計
画となっている。
【採用技術】
プロジェクトで使用する設備・機器等
・間伐の実施→チェーンソーや刈払機などの機器
・間伐面積の測定→電子コンパス（Laser Technology）測量
・プロット調査→樹高測定機は TRUPULSE2000（Laser Technology）
胸高直径測定は輪尺（MANTAX Digitech）

プロジェクト概要は、プロジェクトの目的・内容の他、適格性基準との整合性・法令遵守状況・採用技
術・モニタリング方法・GHG 算定式の方法論への準拠性・モニタリング体制・QA / QC 体制等に関する
ことを 2 ページ以内で具体的に記述してください。
2

2

オフセット・クレジット（J-VER）プロジェクト登録依頼書 第 1.3 版
2010.12.6
【モニタリング方法】
モニタリングについては、実測（森林測量）に基づく方法で実施する。モニタリン
グポイントは、森林施業計画の林小班ごとに設定した。プロットは、樹種別、地
形、小流域、字単位、施業年度、林班を考慮して設定した 18 箇所で行う。
【GHG 算定式の方法論への準拠性】
オフセット・クレジット（J-VER）制度の「モニタリング方法ガイドライン」（森林管理
プロジェクト用 Ver.1.6）に基づき実施するため、GHG 算定式の方法論に準拠して
いる。
【モニタリング体制】
・モニタリングの実施は、八峰町産業振興課林務水産係の J-VER 担当者が業者
委託（モニタリング実施業者：白神森林組合）により行う。
・モニタリング報告書の作成は、八峰町産業振興課林務水産係の J-VER 担当者
が行い、同課同係の職員に吸収量等のクロスチェックを受け、同課の課長がモニ
タリング報告書の最終確認をし、八峰町長が承認する。
・プロジェクト全体の内部監査は、八峰町産業振興課課長補佐が行う。
【QA / QC 体制】
・教育訓練：組織内及び関係事業者に対して、モニタリング体制やモニタリング手
順、測定機器に維持管理、モニタリング報告書記載方法等について平成２２年度
中に研修を行う。
・情報の管理：吸収量を算定した全データを電子媒体（エクセル形式）及び紙資料
として保存する。管理は八峰町産業振興課長が行い、データの管理期間は平成
35 年 3 月 31 日までとする。
・データの確認：データは八峰町産業振興課林務水産係の職員がクロスチェックす
る。確認の時期は、モニタリング報告書が作成された時点に行う。
・内部監査：プロジェクト計画が適切に実施されているかについて内部監査を実施
する。実施者は、八峰町産業振興課課長補佐とし、実施時期は、データの確認チ
ェック済みのモニタリング報告書が作成された時点とする。
・測定機器の維持・管理：八峰町産業振興課林務水産係及び受託業者の白神森
林組合担当者は、測定器を屋内の適切な場所に保管し、モニタリング実施前に、
点検を実施し、記録・管理する。
（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。）
秋田県山本郡八峰町八森字上山内５７番地
秋田県山本郡八峰町八森字真瀬沢１番地１
プロジェクト実施場所

秋田県山本郡八峰町八森字鍬台道２９番地、４２番地
秋田県山本郡八峰町八森字ナメトコ沢３６番地、３８番地
秋田県山本郡八峰町八森字桧沢２６番地

＜方法論 R001・R003 のみ＞

プロジェクト対象面積

２９５．２５ｈａ
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プロジェクト期間

２００７年４月１日 ～ ２０１３年３月３１日（６年）

クレジット期間

２００８年４月１日 ～ ２０１３年３月３１日

プロジェクト計画開始
届提出日
妥当性確認終了日
想定削減・
吸収量

２０１０年１０月１４日
2010年12月21日

年度

2008

2009

2010

2011

2012

合計

t-CO23

587

906

1,235

1,225

1,213

5,166

適用モニタリング方法

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

ガイドライン

（
方法論番号

適用方法論
方法論名称

森林管理

プロジェクト用）

JRAM001

ｖer.

ver. 1.6
3.0

JRAM 001－森林経営活動による CO2 吸収量の増大
（間伐促進型プロジェクト）

ダブルカウントの防止措置
ダブルカウントの防止

（プロジェクト代表事業者と同一の場合は記入不要）

の措置を講ずる事業

印

者
公的な報告・公表制
度（判明している公

該当なし

的制度）
自主的な報告・公表
対象（対象となるホー

町として、今後、温暖化防止実行計画等を策定した場合は、町ホームページ等

ムページ、環境報告

で公表する予定である。

書等）
備考欄

該当なし
該当なし

以 上
小数点以下は切り捨てとし、トン単位で記載してください。よって、小数点処理のため、表記上では
単年度の削減量・吸収量の合計と、各年度合計量が異なることもあり得ます。
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