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内容

（有）西野建設 5 削減 H27.4.21 削減行動 杉熊林業専用道新設工事で排出されるCO2排出量をオフセット

（有）山中建設 4 削減 H27.4.21 削減行動
地すべり第504号　潰溜地すべり防止工事で排出されるCO2排
出量をオフセット

杉本土建（株） 7 削減 H27.4.23 削減行動
復旧15号　下西の川№2復旧治山工事で排出されるCO2排出
量をオフセット

足立区 3 吸収 H27.4.30 イベント
足立区主催の「地球環境フェア2015」の開催に伴い排出される
CO2排出量をオフセット

JTB　九州鹿児島支店 10 削減 H27.5.29 イベント コミュニティサイクル「かごりん」の定期契約1件につき10円

カシオ電子工業(株) 4 削減 H27.5.29 商品
高知県内で販売したCASIOページプリンターの回収トナーの消
費電力に係るCO2排出量をオフセット

岩井建設(株) 5 削減 H27.6.5 削減行動
復旧第14号　下折渡復旧治山工事で排出されるCO2排出量を
オフセット

岩井建設(株) 7 削減 H27.6.5 削減行動
復旧大16号　飯母西復旧治山工事で排出されるCO2排出量を
オフセット

岩井建設(株) 5 削減 H27.6.5 削減行動
復旧第17号　上本村復旧治山工事で排出されるCO2排出量を
オフセット

福留・ムクタ
特定建設工事共同事業体

37 吸収 H27.6.12 削減行動
寺内災害関連緊急地すべり防止工事で排出されるCO2排出量
をオフセット

(有)礒部組 3 削減 H27.6.23 削減行動
災関治山第902号 長谷災害関連緊急治山工事で排出される
CO2排出量をオフセット

(株)山興 6 削減 H27.6.25 削減行動
柿の木谷災害関連緊急治山工事で排出されるCO2排出量をオ
フセット

湯浅建設(株) 3 削減 H27.6.25 削減行動
災関治山第903号　坂本災害関連緊急治山工事で排出される
CO2排出量をオフセット

(特非）土佐の森・救援隊
〈マイクライメイトジャパン(株)〉

30
削減

（委託）
H27.7.3 削減行動

(特非）土佐の森・救援隊が平成27年度年賀寄付金配分事業
「自伐林業方式による日本の森づくり推進活動事業」において
排出されるCO2排出量を全てオフセット

清水新星・長崎テクノ
特定建設工事共同企業

14 削減 H27.7.22 削減行動
災関地すべり第901号　西川災害関連緊急地すべり防止工事
で排出されるCO2排出量をオフセット

片田丸吉建設工業(株) 15 削減 H27.7.24 削減行動
林地荒廃第127号　五百蔵林地荒廃防止工事で排出される
CO2排出量を全てオフセット

個人 1 吸収 H27.7.24 削減行動
2014年度の調査研究活動に関わって利用した自動車のCO2排
出量を全てオフセット

ミタニ建設工業(株) 3 削減 H27.7.27 削減行動
平成27年6月21日に同社で開催された「第4回朝倉地区防災
展」の来場者360名が、1日に家庭から排出するCO2排出量を
オフセット

布師田若衆会 1 吸収 H27.7.31 イベント
第22回布師田納涼祭開催に係る会場設営（ユニック、運搬ト
ラック）や、照明、音響設備等（発電機含む）の使用によるCO2
排出量をオフセット

柴田運送(株) 7 削減 H27.9.14 削減行動
林地荒廃第113号　尾殿林地荒廃防止工事で排出されるCO2
排出量をオフセット

(一社)高知県山林協会 1 吸収 H27.9.14 イベント
「第19回治山・林道・植樹体験ツアー」の開催に伴い排出される
CO2排出量をオフセット

(有)礒部組 11 削減 H27..25 削減行動
復旧第3号　二タ又復旧治山工事で排出されるCO2排出量をオ
フセット

カシオ・ワールド・オープン大会事務局 20 削減 H27.11.6 イベント
カシオワールドオープンにおけるギャラリー送迎バスのCO2排
出量をオフセット

(有)本山建設 9 削減 H27.11.18 削減行動
基幹第8－2号　奥大田三谷線1工区工事で排出されるCO2排
出量をオフセット

杉本土建(株) 5 削減 H27.11.24 削減行動
坂ノ川林地荒廃防止工事（林地荒廃第112－2号）で排出される
CO2排出量をオフセット

明治建設(有) 7 削減 H2711.11 削減行動
治山激特第1001号　地蔵寺治山激甚災害対策特別緊急工事
で排出されるCO2排出量をオフセット

(株)土佐龍 15 削減 H27.12.4 商品
商品「木製まな板」「木製キッチン用品」「木製バス用品」「森の
端材シリーズ」「業務用調理用品」にクレジット1㎏-CO2を付加
し、3,000個の商品をクレジット付き商品として販売する。

有限責任事業組合LLPしまんと 3 削減 H27.12.4 商品
商品「かりんとうセット」にクレジット3㎏-CO2を付加し、1,000個
の商品をクレジット付き商品として販売する

明治建設(有) 5 削減 H27.12.8 削減行動
林地荒廃第105号　黒丸林地荒廃防止工事で排出されるCO2
排出量をオフセット

(有)井上満吉商店 3 吸収 H27.12.14 商品
商品「ヒートライム」にクレジット1㎏-CO2を付加し、3,000個の商
品をクレジット付き商品として販売する
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四万川総合建設 3 削減 H27.12.14 削減行動
林地荒廃第114号　六丁林地荒廃防止工事で排出されるCO2
排出量をオフセット

渋谷食品(株) 3 吸収 H27.12.14 商品
商品「芋菓子」にクレジット3㎏-CO2を付加し、1,000個の商品を
クレジット付き商品として販売する

(有)武政建設 11 削減 H27.12.18 削減行動
森林基幹道開設事業河口落合線1工区工事（道交基幹第10
号）で排出されるCO2排出量の半分をオフセット

四万十町森林組合 3 吸収 H27.12.22 商品
商品「テーブル」にクレジット30㎏-CO2を付加し、100個の商品
をクレジット付き商品として販売する

伊東組 10 削減 H28.1.12 削減行動
地すべり第503号　葛地すべり防止工事で排出されるCO2排出
量の全てをオフセット

有限責任事業組合LLPしまんと 12 削減 H28.1.8 商品
商品「SOYラスク」にクレジット1㎏-CO2を付加し、12,000個の商
品をクレジット付き商品として販売する

(有)西野建設 5 削減 H28.1.18 削減行動
大栃林道63線災害復旧工事(明許）で排出されるCO2排出量の
一部をオフセット

しまんと百笑かんぱに(株) 3 削減 H28.1.14 商品
商品「つぎ足す土佐鰹だしシリーズ」にクレジット3㎏-CO2を付
加し、1,000個の商品をクレジット付き商品として販売する

(有)アール・ティ・エス 16 削減 H28.1.28 削減行動 1ヶ月の運送で排出されるCO2排出量をオフセット

(株)ソーラーファーム 6 吸収 H28.1.20 商品
商品「栽培期間中農薬不使用の縁結び米」「土佐山ジンジャー
エール」にクレジット3㎏-CO2を付加し、1,000個の商品をクレ
ジット付き商品として販売する

(株)四国ネット 7 削減 H28.3.14 削減行動
予防第803号　高薮予防治山工事で排出されるCO2排出量の
一部をオフセット


