
売却先 売却量
[t-CO2]

クレジット
種別

契約年月日
オフセット
種別

(有)伊東組② 21 削減 H25.4.1 削減行動

(有)武政建設④ 7 削減 H25.5.8 削減行動

(有)武政建設⑤ 10 削減 H25.5.8 削減行動

富士通(株)③ 1 削減 H25.514 イベント

大東建設(株) 30 削減 H25.5.15 削減行動

国友商事(株) 17 削減 H25.5.20 削減行動

(有)伊東組③ 15 削減 H25.5.20 削減行動

(株)久栄社①
〈三菱UFJリース(株)〉

1 削減 H25.5.24 削減行動

(株)土居建設 5 削減 H25.5.31 削減行動

(有)礒部組② 12 削減 H25.6.13 削減行動

カシオ電子工業(株)④ 4 削減 H25.6.17 削減行動

(株)久栄社②
〈三菱UFJリース(株)〉

1 削減 H25.6.20 削減行動

(有)礒部組③ 24 削減 H25.6.25 削減行動

マイクライメイトジャパン㈱ 579 削減
（委託）

H25.6.27 削減行動

(有)山中建設③ 10 削減 H25.7.1 削減行動

(有)本山建設 8 削減 H25.7.9 削減行動

(有)泉家⑥ 4 削減 H25.7.16 商品

布師田若衆会③ 1 吸収 H25.7.17 イベント

(有)武政建設⑥ 9 削減 H25.7.18 削減行動

仁淀建設(有) 10 削減 H25.7.19 削減行動

プランタン② 1 削減 H25.7.26 商品

(株)不二土木 8 削減 H25.7.30 削減行動

栄宝生建設(株) 10 削減 H25.8.1 削減行動

豚座建設(株) 11 削減 H25.8.1 削減行動

湯浅建設(株)② 21 削減 H25.8.5 削減行動

ミタニ建設工業(株) 20 削減 H25.8.6 削減行動

(株)谷渕組① 7 削減 H25.8.12 削減行動

(株)谷渕組② 19 削減 H25.8.12 削減行動

(有)水田建設 17 削減 H25.8.21 削減行動

(有)伊東組④ 10 削減 H25.8.22 削減行動

(有)伊東組⑤ 10 削減 H25.8.22 削減行動

ミタニ建設工業㈱が取り組むエコアクション21において、平成24年度の
CO2削減目標値を超えたCO2排出量をオフセット

復旧第17号中尾谷復旧治山工事で排出されるCO2排出量をオフセット

復旧第32号竹屋敷復旧治山工事で排出されるCO2排出量をオフセット

24災第128号上韮生川河川災害復旧工事で排出されるCO2排出量を
オフセット

復旧第9-3号須別当復旧治山工事で排出されるCO2排出量の一部を
オフセット

復旧第29号払川復旧治山工事で排出されるCO2排出量の一部をオフ
セット

道交地防安(改築)第101-011-3号県道足摺岬公園線防災・安全交付金
工事で排出されるCO2排出量の一部をオフセット

「土佐12傑」のハンカチ1,000点に1kg-CO2を付けて販売

漁場保全第702-2号下名野川No.4漁場保全の森づくり工事で排出され
るCO2排出量をオフセット

道交基幹第28号森林基幹道開設事業下土居桧谷線１工区工事で排出
されるCO2排出量の一部をオフセット

山のみち13号幹線林道開設事業中村・大正線2工区工事で排出される
CO2排出量をオフセット

復旧第23号島復旧治山工事で排出されるCO2排出量をオフセット

平成25年度日本郵便寄付金配分事業採択事業の地球環境保全の一
環としてオフセットに取り組む　(NPO法人土佐の森・救援隊及び高知こ
どもの図書館分)

道交基幹第78号森林基幹道開設事業寒風大座礼東線2工区工事で排
出されるCO2排出量のうち3分の2をオフセット

㈲本山建設が取り組むエコアクション21において、平成24年度のCO2
削減目標値を超えたCO2排出量をオフセット

高知県庁西庁舎の鶴亀食堂において販売されるお弁当（1食につき
1kg-CO2付き）

第20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、
発電機(照明、音響設備等)及び来場者の自家用車使用に係るＣＯ2排
出量をオフセット

林地荒廃第147号猪野々林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量
をオフセット

国連環境計画(UNEP)の機関紙「TUNZA」の発行に係るCO2排出量をオ
フセット

㈱土居建設が取り組むエコアクション21において、大方歩道外工事の
CO2削減目標値を超えたCO2排出量をオフセット

管理第52-2号森林管理道開設事業島日浦線工事で排出されるCO2排
出量をオフセット

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

国連環境計画(UNEP)の機関紙「TUNZA」の発行に係るCO2排出量をオ
フセット

復旧第24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

内容

地すべり第505号葛地すべり防止工事で排出されるCO2排出量をオフ
セット

復旧第18号安丸復旧治山工事で排出されるCO2排出量をオフセット

道交基幹第12号森林基幹道開設事業河口落合線3工区工事で排出さ
れるCO2排出量の一部をオフセット

富士通フォーラム2013における電力使用に係るCO2排出量をオフセッ
ト

林地荒廃第126号昭和林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量を
オフセット

道交基幹第32号森林基幹道開設事業土居柳野線2工区工事で排出さ
れるCO2排出量の半分をオフセット

復旧第20号手箱山復旧治山工事で排出されるCO2排出量の半分をオ
フセット



(株)四万川総合建設 12 削減 H25.8.22 削減行動

クロシオ建設(株) 2 削減 H25.9.3 削減行動

(有)山中建設④ 6 削減 H25.9.10 削減行動

(有)山中建設⑤ 8 削減 H25.9.10 削減行動

(有)武政建設⑦ 5 削減 H25.9.12 削減行動

早摘みゆず収穫祭実行委員
会
<(株)ほっとこうち>

7 削減 H25.9.27 イベント

(有)藤本組 3 削減 H25.9.27 削減行動

(有)西野建設② 5 削減 H25.10.8 削減行動

久百々建設(株) 14 削減 H25.10.11 削減行動

(有)山中建設⑥ 4 削減 H25.10.15 削減行動

マイクライメイトジャパン㈱ 329 削減
（委託）

H25.10.15 削減行動

(株)久栄社③
〈三菱UFJリース(株)〉

1 削減 H25.10.21 削減行動

(有)泉家⑦ 4 削減 H25.10.21 商品

(株)香川建設① 16 削減 H25.10.21 削減行動

(株)香川建設② 8 削減 H25.10.21 削減行動

(株)香川建設③ 8 削減 H25.10.21 削減行動

(有)森木組 4 削減 H25.10.21 削減行動

(有)伊東組⑥ 10 削減 H25.10.22 削減行動

(有)十和建設 4 削減 H25.11.1 削減行動

(株)四国ネット 5 削減 H25.11.1 削減行動

杉本土建(株) 5 削減 H25.11.1 削減行動

仁淀建設(有)② 10 削減 H25.11.1 削減行動

カシオ・ワールド・オープン
大会事務局④

20 削減 H25.11.7 イベント

(有)水田建設② 15 削減 H25.11.11 削減行動

(有)水田建設③ 14 削減 H25.11.11 削減行動

(有)水田建設④ 12 削減 H25.11.11 削減行動

岩井建設(株)① 4 削減 H25.11.13 削減行動

岩井建設(株)② 4 削減 H25.11.13 削減行動

森本産業(有) 47 削減 H25.11.22 削減行動

(有)伊東組⑦ 10 削減 H25.12.3 削減行動

(有)水田建設⑤ 10 削減 H25.12.5 削減行動

久百々建設(株)② 15 削減 H25.12.9 削減行動

道交基幹第18号森林基幹道開設事業小川線１工区工事で排出される
CO2排出量をオフセット

地すべり第504号葛地すべり防止工事で排出されるCO2排出量の一部
をオフセット

漁保全第2-5号赤岡漁港水産基盤ストックマネジメント工事で排出され
るCO2排出量の約半分をオフセット

砂防第22-2号オロノカ谷川通常砂防工事で排出されるCO2排出量をオ
フセット

復旧第15-3号下西の川No.2復旧治山工事で排出されるCO2排出量を
オフセット

道交地（改築）第101-306-33号県道足摺岬公園線社会資本整備総合
交付金工事で排出されるCO2排出量の一部をオフセット

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

広域第53-1号烏川広域河川改修工事で排出されるCO2排出量をオフ
セット

道改（特定）第04-106-2号県道遠崎野市線道路改良工事で排出される
CO2排出量をオフセット

道路関連第1-5号佐古田川他インフラ関連河川改修工事で排出される
CO2排出量の半分をオフセット

復旧第16-3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

復旧第31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

復旧第４号立川三谷復旧治山工事で排出されるCO2排出量をオフセッ
ト

林地荒廃第148号梶ヶ鳰林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量を
オフセット

復旧第5号勝賀瀬復旧治山工事で排出されるCO2排出量をオフセット

道改（特定）第07-04-1号県道奥の谷日比原線道路改良工事で排出さ
れるCO2排出量の一部をオフセット

林地荒廃第168号井崎林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量を
オフセット

予防第805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

道交国自主（交安）第13-141-5号国道321号地域自主戦略交付金工事
で排出されるCO2排出量をオフセット

道交地防安（改築）第102-003-1号県道大川土佐線防災・安全交付金
工事で排出されるCO2排出量をオフセット

平成25年度日本郵便寄付金配分事業採択事業の地球環境保全の一
環としてオフセットに取り組む　(NPO法人黒潮実感センター分)

国連環境計画(UNEP)の機関紙「TUNZA」の発行に係るCO2排出量をオ
フセット

高知県庁西庁舎の鶴亀食堂において販売されるお弁当（1食につき
1kg-CO2付き）

道交基幹第72号森林基幹道開設事業奥大田三谷線2工区工事で排出
されるCO2排出量をオフセット

地すべり第506-1号中の川空池地すべり防止工事で排出されるCO2排
出量をオフセット

水源再生第201-2-3号大川（小南川）水源森林再生対策工事で排出さ
れるCO2排出量をオフセット

復旧第27号根木屋復旧治山工事で排出されるCO2排出量の半分をオ
フセット

早摘みゆず収穫祭2013で排出されるCO2排出量の半分程度をオフセッ
ト

道交国（改築）第109-215-101号国道494号社会資本整備総合交付金
工事で排出されるCO2排出量の一部をオフセット

24災第136-3号主要地方道大豊物部線道路災害復旧工事で排出され
るCO2排出量の一部をオフセット

地すべり第506号中の川空池地すべり防止工事で排出されるCO2排出
量をオフセット

道交地防安（交安）第105-001-2号県道春野赤岡線防災・安全交付金
工事で排出されるCO2排出量の一部をオフセット



高知空港ビル(株)③ 68 削減 H25.12.20 削減行動

(有)畑山建設 6 削減 H26.1.8 削減行動

カルビー(株)カルネコ事業部
〈三菱UFJリース(株)〉

10 削減 H26.1.14 削減行動

(株)谷渕組③ 10 削減 H26.1.15 削減行動

杉本土建(株)② 7 削減 H26.1.20 削減行動

(有)アール・ティ・エス③ 16 削減 H26.2.4 削減行動

(有)泉家⑧ 4 削減 H26.2.17 商品

(有)山中建設⑦ 6 削減 H26.2.18 削減行動

(有)武政建設⑧ 6 削減 H26.3.5 削減行動

(有)武政建設⑨ 9 削減 H26.3.5 削減行動

(有)森木組② 10 削減 H26.3.10 削減行動

マイクライメイトジャパン㈱ 10 削減
（委託）

H26.3.24 削減行動

(有)山中建設⑧ 8 削減 H26.3.31 削減行動

(有)山中建設⑨ 8 削減 H26.3.31 削減行動

(有)山中建設⑩ 10 削減 H26.3.31 削減行動

(有)山中建設⑪ 8 削減 H26.3.31 削減行動

片田丸吉建設工業株式会社 4 削減 H26.3.31 削減行動

(有)伊東組⑧ 10 削減 H26.3.31 削減行動

(有)伊東組⑨ 10 削減 H26.3.31 削減行動

地すべり第501号西川地すべり防止工事で排出されるCO2排出量の一
部をオフセット

道交基幹第78号森林基幹道開設事業寒風大座礼東線2工区工事で排
出されるCO2排出量の一部をオフセット

復旧第８号中尾谷復旧治山工事で排出されるCO2排出量をオフセット

復旧第16号払川NO.3復旧治山工事で排出されるCO2排出量の一部を
オフセット

林地荒廃第113号松ノ木林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量の
一部をオフセット

復旧第5号別府復旧治山工事で排出されるCO2排出量をオフセット

復旧第10号安丸復旧治山工事で排出されるCO2排出量をオフセット

復旧第13号弘瀬復旧治山工事で排出されるCO2排出量をオフセット

四国カーボン・オフセット市場で販売し、購入された分をカーボン・オフ
セット

水源再生第202-2-3号大川（作業道）水源森林再生対策工事で排出さ
れるCO2排出量の一部をオフセット

水源再生第202-3号大川（小南川）水源森林再生対策工事で排出され
るCO2排出量をオフセット

環境貢献として

道改（特定）第06-03-1号県道高知南環状線道路改良工事で排出され
るCO2排出量をオフセット

林地荒廃第121号七子峠下林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出
量をオフセット

1ヶ月の運送で排出されるCO2排出量をオフセット

高知県庁西庁舎の鶴亀食堂において販売されるお弁当（1食につき
1kg-CO2付き）

水源再生第202-1-1号大川（加集）水源森林再生対策工事で排出され
るCO2排出量をオフセット

平成25年度の空港内におけるエスカレーター２基と搭乗待合室の空調
機の使用電力に係るCO2排出量をオフセット

林地荒廃第162号島中林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量を
オフセット


