
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

(株)久栄社④
〈三菱UFJリース(株)〉

1 削減 H26.4.18 削減行動

(有)礒部組④ 9 削減 H26.4.24 削減行動

湯浅建設株式会社③ 6 削減 H26.4.24 削減行動

足立区① 2 吸収 H26.5.12 イベント

マイクライメイトジャパン㈱① 1 吸収 H26.5.20 商品

NPO砂浜美術館
〈マイクライメイトジャパン㈱〉

39
削減

（委託）
H26.5.20 削減行動

片田丸吉建設工業株式会社② 5 削減 H26.5.22 削減行動

有限会社武政建設⑩ 5 削減 H26.5.27 削減行動

岩井建設（株）③ 5 削減 H26.5.30 削減行動

岩井建設（株）④ 3 削減 H26.5.30 削減行動

岩井建設（株）⑤ 6 削減 H26.5.30 削減行動

（有）藤村建設① 4 削減 H26.5.30 削減行動

（有）十和建設② 5 削減 H26.5.30 削減行動

杉本土建（株）③ 5 削減 H26.5.30 削減行動

杉本土建（株）④ 3 削減 H26.5.30 削減行動

(株)久栄社⑤〈三菱UFJリース(株)〉 1 削減 H26.6.3 削減行動

(有)梶原建設① 23 削減 H26.6.9 削減行動

コベルコ建機（株）①
〈グリーンプラス(株)〉

5 吸収 H26.6.12 商品

(有)礒部組⑤ 34 削減 H26.6.17 削減行動

(有)礒部組⑥ 8 削減 H26.6.17 削減行動

カシオ電子工業(株)⑤ 4 削減 H26.6.17 削減行動

(有)泉家⑨ 4 削減 H26.7.14 商品

(有)伊東組⑩ 10 削減 H26.7.28 削減行動

布師田若衆会④ 1 吸収 H26.8.1 イベント

ミタニ建設工業(株)② 3 削減 H26.8.18 イベント

3 削減 H26.9.1 削減行動

3 吸収 H26.9.1 削減行動

(株)久栄社⑥〈三菱UFJリース(株)〉 1 削減 H26.9.1 削減行動

(有)森木組③ 6 削減 H26.9.11 削減行動

(有)岡の内建設① 5 削減 H26.9.19 削減行動

内容

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

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

復旧第2号　島復旧治山工事で排出されるCO2をオフセット

足立区主催の「地球環境フェア2014」の開催に伴い排出される
CO2排出量をオフセット

環境省主導の気候変動キャンペーン“Fun to Share”で使用する
グッズ

平成26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砂浜美術館)

復旧第6-2号　別府No.2復旧治山工事で排出されるCO2をオフ
セット

林地荒廃第104-2号　久保影林地荒廃防止工事で排出されるCO2
をオフセット

復旧第19号　飯母西復旧治山工事で排出されるCO2をオフセット

復旧第21号　下折渡復旧治山工事で排出されるCO2をオフセット

復旧第22号　上本村復旧治山工事で排出されるCO2をオフセット

林地荒廃第102号 払川No.2林地荒廃防止工事で排出されるCO2
の全部をオフセット

林地荒廃第122号　口目ヶ市林地荒廃防止工事で排出されるCO2
をオフセット

林地荒廃第132号　井崎林地荒廃防止工事で排出されるCO2をオ
フセット

復旧第20号　下西の川No.2復旧治山工事で排出されるCO2をオフ
セット

林地荒廃第124号　曲渕林地荒廃防止工事で排出されるCO2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

道交基幹第73号 森林基幹道開設事業畑山仲木屋線１工区工事
で排出されるCO2の半分をオフセット

第21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
平成26年６月21日に同社で開催された「第３回朝倉地区防災展」
の来場者410名が、一日に家庭から排出するCO2排出量をオフ
セット

日本トイザらス(株)①

トイザらス・ベビーザらス高知店空調機一部交換工事で排出され
るCO2の全部をオフセット

トイザらス・ベビーザらス高知店空調機一部交換工事で排出され
るCO2の全部をオフセット

田村林業が保有するコベルコ建機製林業専用機が森林整備によ
る稼働で１年間に排出されるCO2の一部をオフセット

復旧第25号 二タ又復旧治山工事で排出されるCO2をオフセット

復旧第26号 日ノ路山復旧治山工事で排出されるCO2をオフセット

平成25年度に高知県内で販売したCASIOページプリンター
SPEEDIAシリーズ（GE5000、N3000、N6000及びB9000シリーズ）に
おいて、プリンター購入者がトナーを使用して印刷する際の消費電
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）

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

林地荒廃第110号 加田林地荒廃防止工事で排出されるCO2の全
部をオフセット

復旧第7号 笹復旧治山工事で排出されるCO2の全部をオフセット



明治建設(有)① 16 削減 H26.9.26 削減行動

（一社）高知県山林協会① 1 吸収 H26.10.9 イベント

(有)伊東組⑪ 6 削減 H26.10.9 削減行動

(有)水田建設⑥ 14 削減 H26.10.15 削減行動

(有)水田建設⑦ 9 削減 H26.10.15 削減行動

(有)水田建設⑧ 6 削減 H26.10.15 削減行動

(有)山中建設⑫ 7 削減 H26.10.21 削減行動

(有)山中建設⑬ 6 削減 H26.10.21 削減行動

カシオ・ワールド・オープン大会事務局
⑤

20 削減 H26.11.4 イベント

(有)武政建設⑪ 8 削減 H26.11.10 削減行動

(株)四万川総合建設② 6 削減 H26.11.28 削減行動

(株)四万川総合建設③ 5 削減 H26.11.28 削減行動

(有)礒部組⑦ 26 削減 H26.12.12 削減行動

コベルコ建機（株）②
〈グリーンプラス(株)〉

2 吸収 H26.12.18 商品

明治建設(有)② 8 削減 H26.12.22 削減行動

(株)谷渕組④ 4 削減 H26.12.26 削減行動

(株)谷渕組⑤ 3 削減 H26.12.26 削減行動

(有)OKAMATSU① 1 吸収 H27.2.18 商品

カルビー(株)カルネコ事業部③
〈三菱UFJリース(株)〉

10 削減 H27.2.20 商品

森永乳業(株)②〈三菱UFJリース(株)〉 1 削減 H27.2.20 削減行動

(株)久栄社⑦〈三菱UFJリース(株)〉 2 削減 H27.2.20 削減行動

マイクライメイトジャパン（株）② 1 吸収 H27.2.20 商品

(有)山中建設⑭ 25 削減 H27.3.3 削減行動

高知エコデザイン地方議員連盟 13 吸収 H27.3.13 削減行動

(有)アール・ティ・エス④ 20 削減 H27.3.17 削減行動

(有)武政建設⑫ 20 削減 H27.3.20 削減行動

(有)武政建設⑬ 18 削減 H27.3.20 削減行動

(有)泉家⑩ 4 削減 H27.3.20 商品

(有)森木組④ 6 削減 H27.3.25 削減行動

復旧第12号 下瀬戸復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全
部をオフセット

「第18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

地すべり第505号 葛地すべり防止工事で排出されるCO2排出量の
全部をオフセット

道路関連第1-4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

広域第22-3号 烏川広域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

道交地防安（防災）第107-005-5号 県道安芸物部線防災・安全交
付金工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセット

水源再生第202-1号　大川（加集）水源森林再生対策工事で排出
されるCO2排出量の全部をオフセット

水源再生第202-2号　大川（小南川）水源森林再生対策工事で排
出されるCO2排出量の全部をオフセット

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

自社の事務所におけるガソリンと軽油の使用（平成25年６月から
平成26年５月使用分）で排出されたCO2排出量をオフセット

地すべり第505号　中の川空池地すべり防止工事で排出される
CO2排出量の全部をオフセット

林地荒廃第113号　六丁林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出
量の全部をオフセット

管理第52号 森林管理道開設事業島日浦線工事で排出される
CO2の半分をオフセット

㈱レンタルのニッケンが保有するコベルコ建機製林業専用機が森
林整備による稼働で１年間に排出されるCO2の10％をオフセット

復旧第8号 程野復旧治山工事で排出されるCO2の全部をオフセッ
ト

復旧第27-2号 中尾谷復旧治山工事で排出されるCO2の半分をオ
フセット

林地荒廃第106号 大平林地荒廃防止工事で排出されるCO2の半
分をオフセット

四万十ひのきを使用したひのき水溶液（１本につき１kg-CO2付）

環境貢献（カルビー㈱カルネコ事業部）

「ＭＯＷしぜんは、たいせつ。“日本の森を守ろう”キャンペーン」に
よる森林保全活動の一環（森永乳業㈱）

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（㈱久栄社）

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）

復旧第9号　弘瀬復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全部を
オフセット

環境省主導の気候変動キャンペーン“Fun to Share”で使用する
グッズ

水源再生第202-4-1号　大川（作業道）水源森林再生対策工事で
排出されるCO2排出量の半分をオフセット

2015年4月の第18回統一地方選挙の期間中において、エコ議連会
員13名が使用した選挙活動用の自動車の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

復旧第6号　中尾谷復旧治山工事で排出されるCO2排出量の約半
分をオフセット

道交基幹第10号　森林基幹道開設事業河口落合線１工区工事で
排出されるCO2排出量の約半分をオフセット


