
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

有限会社南雄三事務所 2 吸収 R2.4.30 削減行動

(株)レボテック・クリーン 4 削減 R2.6.15 削減行動

プランタン 1 削減 R2.6.15 商品

(株)小島組 4 削減 R2.7.6 削減行動

(株)小島組 6 削減 R2.7.6 削減行動

(有)誠興建設 14 削減 R2.7.13 削減行動

高陽開発(有) 6 削減 R2.7.13 削減行動

日本航空 5 吸収 R2.7.17 削減行動

南国建興（株） 12 削減 R2.7.17 削減行動

コベルコ建機(株)<グリーンプラス（株）> 5 
吸収

（委託）
R2.8.14 削減行動

(有)ムクタ工業 5 削減 R2.8.27 削減行動

(有)礒部組 8 削減 R2.9.9 削減行動

(有)ムクタ工業 6 削減 R2.9.9 削減行動

SBパワー(株)<カルネコ（株）> 9 
削減

（委託）
R2.9.15 寄付型

国友商事(株) 23 削減 R2.9.15 削減行動

(株)北幡建設 37 削減 R2.9.18 削減行動

(株)不二土木 3 削減 R2.9.23 削減行動

野村建設(有) 4 削減 R2.9.25 削減行動

内容

南雄三自宅の電力、都市ガスの使用において排出されるCO2排出量をオフセットする

復旧第6号工石山復旧治山工事において排出されるCO2排出量を半分オフセットする。

土佐12傑のノート10000点にクレジットを0.1kgずつ付加し、消費者の１日あたりの水道使用に係るCO2排出量をオフセットする。

施設災第１号大島林地荒廃防止施設災害復旧工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

復旧第20－２号久保浦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する。

道交基幹第218号　森林基幹道開設事業小川線２工区工事で排出されるCO2排出量の３分の２をオフセットする。

復旧第７－３号西庵谷復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

令和元年６月６日に締結した覚書に基づき、高知県が実施するオフセット・クレジットの取組に賛同し、航空機利用に伴うCO2排
出量をオフセットする。

復旧第３－２号中尾谷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する。

藤村林業株式会社において、コベルコ建機製林業専用機SK135SR-5F1台の1年間の稼働（森林整備）で排出されるCO2の一部
をオフセットします。

復旧第15号小日浦復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

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

地すべり103号　西梶ヶ内地すべり防止工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

SBパワー株式会社の行う寄付型オフセット。自然でんきご利用者様１件/月につき50円を拠出し、お客様にて投票された支援対
象の森林9,000kg-CO2オフセット致します。

道交基幹（補正）第247号森林基幹道開設事業土居柳野線３工区工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

復旧(ゼロ国債)第301－１号浦越復旧治山工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

復旧第24号岩戸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する。

復旧第27号下ノ加江大川内復旧治山工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。



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 内容

(有)竹崎建設 10 削減 R2.9.25 削減行動

(株)伊与田組 7 削減 R2.9.28 削減行動

（株）谷渕組 13 削減 R2.9.30 削減行動

東工業(株) 2 削減 R2.9.30 削減行動

(株)上岡工務店 14 削減 R2.10.5 削減行動

(有)山中建設 39 削減 R2.10.12 削減行動

(有)武政建設 11 削減 R2.10.14 削減行動

(有)西山建設 10 削減 R2.10.21 削減行動

(有)西山建設 4 削減 R2.10.21 削減行動

(株)四国トライ 7 削減 R2.11.18 削減行動

(有)山中建設 15 削減 R2.11.18 削減行動

栄宝生建設(株) 15 削減 R2.11.20 削減行動

(株)ジオテク 6 削減 R2.11.20 削減行動

国友商事(株) 12 削減 R2.11.25 削減行動

(有)西野建設 6 削減 R2.12.7 削減行動

岩井建設（株） 4 削減 R2.12.16 削減行動

湯浅建設(株) 13 削減 R2.12.23 削減行動

(有)中澤建設 7 削減 R2.12.23 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排出量の半分をオフセットする。

復旧第28号安満地復旧治山工事で排出されるCO2排出量の半量をオフセットする。

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する。

林地荒廃第116－２号安満地林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

やまのみち第40号幹線林道開設事業上名・用居線１工区工事で排出されるCO2排出量の半量をオフセットする。

道交基幹第77号森林基幹道開設事業寒風大座礼東線１工区工事で排出されるCO2排出量をオフセットする。

林地荒廃第104－６号神池林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

林地荒廃第102－３号長谷林地荒廃防止工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

復旧第１－３号小川復旧治山工事においてにおいて排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

地すべり第104号中内No.2地すべり防止工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

地すべり第7－8号谷ノ内地区地すべり対策工事で排出されるCO2排出量の４分の３をオフセットする。

道交基幹第28号森林基幹道開設事業下土居桧谷線１工区工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

予防第801号奥屋内予防治山工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

山のみち第60号幹線林道開設事業大野・高樽線１工区工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

復旧第81号桑ノ川山復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットします。

復旧第19号　上折渡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する。

水源再生第201－１号魚梁瀬No.2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する。

道交基幹第19号森林基幹道開設事業落合線３工区工事で排出されるCO２排出量の半分をオフセットする。



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 内容

サクセス工業(株) 11 削減 R2.12.23 削減行動

(株)四国ネット 7 削減 R2.12.23 削減行動

(有)岩城組 10 削減 R2.12.23 削減行動

明治建設(有) 7 削減 R2.12.23 削減行動

魚梁瀬産業(有) 6 削減 R2.12.25 削減行動

(有)誠興建設 3 削減 R3.1.5 削減行動

サクセス工業(株) 8 削減 R3.1.5 削減行動

国分グループ本社(株)<カルネコ（株）> 13 
削減

（委託）
R3.1.25 寄付型

(有)手箱建設 21 削減 R3.1.28 削減行動

(有)手箱建設 4 削減 R3.1.28 削減行動

(有)久保川土建 3 削減 R3.1.28 削減行動

(有)久保川土建 3 削減 R3.1.28 削減行動

高陽開発(有) 6 削減 R3.2.4 削減行動

(株)レボテック・クリーン 9 削減 R3.2.4 削減行動

(株)レボテック・クリーン 2 削減 R3.2.4 削減行動

豚座建設(株) 22 削減 R3.2.4 削減行動

(株)仁淀工業 31 削減 R3.2.4 削減行動

(株)地研 9 削減 R3.2.10 削減行動

緊急総合地すべり第401号立川上名緊急総合地すべり防止工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

道交基幹第243号森林基幹道開設事業土居柳野線１工区工事において排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

復旧第３号一谷復旧治山工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

復旧第10号下瀬戸復旧治山工事において排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

復旧第４号押谷復旧治山工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

復旧第２号蔵ヶ谷復旧治山工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

林地荒廃第106－２号五百蔵林地荒廃防止工事において排出されるCO3排出量の半分をオフセットする。

国分グループ本社株式会社の行う寄付型オフセット。「にっぽんの果実」シリーズ一部アイテム１缶につき１円を拠出し、
13,000kg-CO2オフセットする。

道交基幹第90号森林基幹道開設事業越裏門大森線１工区工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

復旧第12号秋切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する。

林地荒廃第119号大平林地荒廃防止工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

復旧第１号三津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する。

地すべり第101－7号岩原地すべり防止工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

緊急総合地すべり第401－4号立川上名緊急総合地すべり防止工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

地すべり施設災第1－1号磯谷地すべり防止施設災害復旧工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

山のみち第９３号　幹線林道開設事業中村・大正線３工区工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

山のみち第31号　幹線林道開設事業旭・天狗高原２工区工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

復旧第11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する。



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 内容

金村建設(有) 12 削減 R3.2.10 削減行動

(有)本山建設 9 削減 R3.2.15 削減行動

(有)浜渦工務店 2 削減 R3.2.15 削減行動

(株)三嶺組 4 吸収 R3.2.18 削減行動

(株)四国ネット 7 削減 R3.2.24 削減行動

岩井建設（株） 49 削減 R3.2.24 削減行動

(株)四国トライ 6 削減 R3.2.24 削減行動

(有)山中建設 36 削減 R3.2.24 削減行動

国友商事(株) 6 削減 R3.3.1 削減行動

品川区 9 吸収 R3.3.11 イベント

サクセス工業(株) 3 削減 R3.3.16 削減行動

(株)大一林組 6 削減 R3.3.16 削減行動

(有)岡の内建設 3 削減 R3.3.24 削減行動

林地荒廃第117号大島林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

道交基幹第８号森林基幹道開設事業奥大田三谷線１工区工事において排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

林地荒廃第104号野川林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量の３分の２をオフセットする。

林地荒廃第105号神池No.1林地荒廃防止工事において排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

林地荒廃第109号高岩林地荒廃防止工事において排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

山のみち第20号檮原・東津野線１工区工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

地すべり第102号西川地すべり防止工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

地すべり第104号　細野地すべり防止工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

道交基幹第48号森林基幹道開設事業土居柳野線４工区工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。

令和２年４月１日から令和３年３月31日までの期間で橋梁ライトアップに使用する電力から排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

地すべり第101－２号中内地すべり防止工事において排出されるCO２排出量の全量をオフセットする。

復旧第16号蕨谷復旧治山工事において排出されるCO２排出量の全量をオフセットする。

復旧第6-2号岡ノ内復旧治山工事において排出されるCO２排出量の半分をオフセットする。


