
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

サクセス工業(株) 8 削減 R3.4.8 削減行動

(有)武政建設 8 削減 R3.4.20 削減行動

(有)礒部組 10 削減 R3.5.18 削減行動

(株)小島組 5 削減 R3.5.26 削減行動

SBパワー(株)<カルネコ（株）> 9 
削減

（委託）
R3.6.1 寄付型

高知さんさんテレビ（株）
【（株）トサトーヨー】

3 吸収 R3.6.7 商品

高知さんさんテレビ（株）
【（株）第二建設センター】

3 吸収 R3.6.7 商品

高知さんさんテレビ（株）
【（株）フタガミ】

3 吸収 R3.6.22 商品

(有)伊東組 4 削減 R3.7.2 削減行動

日本航空 5 吸収 R3.7.8 削減行動

(有)ムクタ工業 13 削減 R3.7.9 削減行動

高陽開発(有) 8 削減 R3.7.15 削減行動

(有)草苅地工 2 削減 R3.7.15 削減行動

サクセス工業(株) 9 削減 R3.7.16 削減行動

山本建設工業（株） 6 削減 R3.7.21 削減行動

湯浅建設(株) 6 削減 R3.7.28 削減行動

(株)レボテック・クリーン 5 削減 R3.7.29 削減行動

(有)田中建設 5 削減 R3.7.31 削減行動

(株)大一林組 11 削減 R3.8.4 削減行動

内容

災関治山第901号安丸災害関連緊急治山工事において排出させるCO2排出量の全量をオフセットする。

林地荒廃第119号仙頭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。

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。

復旧第21久保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。

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。

株式会社トサトーヨーのスポットＣＭ20本の放送に対して100kgt-CO2ずつ、協賛ＣＭ10本の放送に対して50kg-CO2ずつクレジッ
トを付加し、同社の事業活動に伴い排出されるCO2の一部をオフセットする。

株式会社第二建設センターのスポットＣＭ20本の放送に対して100kgt-CO2ずつ、協賛ＣＭ10本の放送に対して50kg-CO2ずつク
レジットを付加し、同社の事業活動に伴い排出されるCO2の一部をオフセットする。

株式会社フタガミのスポットＣＭ30本の放送に対して100kgt-CO2ずつクレジットを付加し、同社の事業活動に伴い排出される
CO2の一部をオフセットする。

復旧第30号小申田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。

令和２年３月16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32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。

復旧第24号高川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。

林地荒廃第111号桧谷林地荒廃防止工事において排出させるCO2排出量の半分をオフセットする。

復旧第33号空池復旧治山工事において排出させるCO2排出量の全量をオフセットする。

林地荒廃第118号橘浦No.2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。

水源再生第202－１号魚梁瀬No.５水源森林再生対策工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。

復旧第25－1号西庵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。

林地荒廃第122号大股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。

復旧第31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。



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

(株)北幡建設 35 削減 R3.8.4 削減行動

金村建設(有) 4 削減 R3.8.19 削減行動

(株)四国ネット 10 削減 R3.8.20 削減行動

(有)西野建設 7 削減 R3.8.25 削減行動

(有)西野建設 7 削減 R3.8.25 削減行動

（株）谷渕組 80 削減 R3.9.2 削減行動

国友商事(株) 19 削減 R3.9.3 削減行動

(株)大一林組 6 削減 R3.9.3 削減行動

明治建設(有) 3 削減 R3.9.10 削減行動

高知さんさんテレビ（株）
【創価学会】

3 吸収 R3.9.17 商品

栄宝生建設(株) 12 削減 R3.9.28 削減行動

(有)武政建設 15 削減 R3.10.6 削減行動

(有)西野建設 5 削減 R3.10.8 削減行動

(有)浜渦工務店 6 削減 R3.10.8 削減行動

(有)山中建設 2 削減 R3.10.25 削減行動

(有)山中建設 30 削減 R3.10.25 削減行動

(有)久保川土建 5 削減 R3.10.28 削減行動

(有)十和建設 7 削減 R3.10.30 削減行動

ハギノ建設(株) 25 吸収 R3.11.9 削減行動

復旧(ゼロ国債)第301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20－２号荒瀬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。

基幹（補正）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。

桑ノ川山(79)復旧治山工事(明許)で排出されるCO2排出量の全量をオフセットします。

東笹林道災害復旧工事（翌債）で排出されるCO2排出量の全量をオフセットします。

災関治山第901－６号市宇災害関連緊急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。

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112号狩山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。

復旧第27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。

創価学会のスポットＣＭ20本の放送に対して100kgt-CO2ずつ、協賛ＣＭ10本の放送に対して50kg-CO2ずつクレジットを付加し、
同団体の事業活動に伴い排出されるCO2の一部をオフセットする。

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。

復旧第４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。

復旧第６号川口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。

林地荒廃第102号和田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。

地すべり第106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。

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排出量の1/2をオフセットする。

林地荒廃第101－２号高岡No.１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。

林地荒廃第119号井崎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。

道交基幹第７３号畑山仲木屋線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。



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

ユニバーサル・ビジネス・ソリューションズ
(株)

8 吸収 R3.11.22 削減行動

四国電力(株)＜凸版印刷(株)＞ 3 削減 R3.11.25 削減行動

グリーンケア 5 吸収 R3.12.6 削減行動

高知さんさんテレビ（株）
【日本たばこ産業（株）】

2 吸収 R3.12.10 商品

高知さんさんテレビ（株）
【（有）ツノ工業】

3 吸収 R3.12.10 商品

(有)久保川土建 3 削減 R3.12.14 削減行動

国友商事(株) 19 削減 R3.12.20 削減行動

カシオワールドオープン大会事務局 15 削減 R3.12.21 イベント

(有)ムクタ工業 4 削減 R4.1.7 削減行動

(株)小島組 10 削減 R4.1.17 削減行動

(有)ムクタ工業 12 削減 R4.1.20 削減行動

(有)礒部組 10 削減 R4.1.20 削減行動

ハギノ建設(株) 4 吸収 R4.1.21 削減行動

(有)福永建設 10 削減 R4.1.25 削減行動

魚梁瀬産業(有) 2 削減 R4.2.1 削減行動

SBパワー(株)<カルネコ（株）> 11 
削減

（委託）
R4.2.2 寄付型

豚座建設(株) 23 削減 R4.2.9 削減行動

高知さんさんテレビ（株）
【（株）サンシャインチェーン本部】

4 吸収 R4.2.10 商品

高知さんさんテレビ（株）
【構営技術コンサルタント（株）】

4 吸収 R4.2.10 商品

事業活動における電力消費に伴い排出されるCO2の一部をオフセットする。

四国電力株式会社と四国電力送配電株式会社のカレンダーの生産に伴い排出されるCO2の全量をオフセットする。

平成30年11月から令和４年末までの営業活動に伴い営業車が排出するCO2の全量をオフセットする。

日本たばこ産業株式会社の協賛ＣＭ36本の放送に対して50kg-CO2ずつクレジットを付加し、同社の事業活動に伴い排出される
CO2の一部をオフセットする。

有限会社ツノ工業のスポットＣＭ20本の放送に対して100kgt-CO2ずつ、協賛ＣＭ10本の放送に対して50kg-CO2ずつクレジットを
付加し、同社の事業活動に伴い排出されるCO2の一部をオフセットする。

復旧第22-１号日曽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。

道交基幹第47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。

カシオワールドオープン開催におけるギャラリー等送迎バスの排出するＣＯ２排出量をオフセットする。（2021年11月22日から11
月28日まで）

地すべり第105号西川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。

復旧第９-２号橘浦No.4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号中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。

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排出量の約70％をオフセットする。

復旧第2号畑山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。

林地荒廃第106号市宇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。

水源再生第202-２号瀬戸谷水源森林再生対策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。

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11,000kg-CO2オフセット致します。

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。

株式会社サンシャインチェーン本部の協賛ＣＭ72本の放送に対して50kg-CO2ずつクレジットを付加し、同社の事業活動に伴い排
出されるCO2の一部をオフセットする。

構営技術コンサルタント株式会社の協賛ＣＭ72本の放送に対して50kg-CO2ずつクレジットを付加し、同社の事業活動に伴い排
出されるCO2の一部をオフセットする。



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

高知さんさんテレビ（株） 6 吸収 R4.2.10 削減行動

品川区 7 吸収 R4.2.14 イベント

(有)誠興建設 24 削減 R4.2.21 削減行動

(株)四国トライ 8 削減 R4.2.21 削減行動

(有)西山建設 1 削減 R4.3.3 削減行動

森本産業（有） 16 削減 R4.3.3 削減行動

(株)日本旅行 四国企画・仕入センター 1 吸収 R4.3.7 商品

高知さんさんテレビ（株）
【石工房キタムラ】

3 吸収 R4.3.9 商品

高知さんさんテレビ株式会社の協賛ＣＭについて、100本に対して50kg-CO2ずつ、1,000本に対して１kg-CO2ずつ、ＣＭ放送時の
電気使用に伴い排出されるCO2の一部をオフセットする。

令和３年４月１日から令和４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。

道交基幹第19号森林基幹道開設事業小川線２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。

地すべり第102号岩原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。

山地災（県営）第11-2号　唐浜山地災害防止（県営県単）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。

道交基幹第18-1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。

令和３年４月１日から令和３年９月30日までの期間で、旅行者が大阪－高知の区間における旅客鉄道利用の際に排出される排
出量の全量をオフセットする。

石工房キタムラのスポットＣＭ20本の放送に対して100kgt-CO2ずつ、協賛ＣＭ10本の放送に対して50kg-CO2ずつクレジットを付
加し、同店舗の事業活動に伴い排出されるCO2の一部をオフセットする。


