
購入量
（ｔ-ＣО₂）

1 鳥取中央農業協同組合 10 −

2 石田紙器株式会社 10 鳥取銀行

3 寿ホームズ株式会社 10 鳥取銀行

4 株式会社井中組 10 鳥取銀行

5 株式会社アオキ建設 10 鳥取銀行

6 宝製菓株式会社 10 山陰合同銀行

7 株式会社新藤 10 山陰合同銀行

8 有限会社三徳運送 10 山陰合同銀行

9 ソレックス有限会社 10 山陰合同銀行

10 中海工業株式会社 10 山陰合同銀行

11 ハレル株式会社 5 山陰合同銀行

12 大和設備倉吉株式会社 5 山陰合同銀行

13 株式会社大上農園 5 山陰合同銀行

14 株式会社トリセイ 5 山陰合同銀行

鳥取銀行
山陰合同銀行

16 株式会社鳥取銀行（(株)べるびゅー大栄） 5 −

17 ハウスクリバー株式会社 5 山陰合同銀行

合  計 140

契約番号 企 業 名 コーディネーター

J-クレジット契約締結情報

15 株式会社サンセキ 10



 

2022 年 5 月 30 日 鳥取中央農業協同組合と J-クレジット契約 

 

 

 

 令和４年５月３０日、鳥取中央農業協同組合様と倉吉市役所において、「間伐推進 J-

クレジットプロジェクト」によるオフセット・クレジット購入に係る売買契約の締結を

行いました。 

 調印式には鳥取中央農業協同組合 代表理事組合長 栗原隆政 様、代表理事専務 蔵増

保則 様、参事 伊藤秀樹 様にご出席いただきました。 

 また、この度立会人をいただきました 倉吉市長 広田一恭 様にもご出席いただきま

した。 

 鳥取中央農業協同組合 栗原組合長からは「CO₂の排出量を最小限に食い止め、農業

など一次産業の生産安定につなげたい」とお話いただき、環境保全活動への取り組みを

PR することで、農作物の出荷や販売で付加価値の創出を期待されています。 

 売買契約締結後、県から「J-クレジットとっとりの森を守る優良企業」の認定証を鳥

取県中部総合事務所長 門脇誠司 様より授与されました。 

 



 

2022 年７月４日 石田紙器株式会社と J-クレジット契約 

 

 

 

 令和４年７月４日、石田紙器株式会社様と当組合本所において、「間伐推進 J-クレジ

ットプロジェクト」によるオフセット・クレジット購入に係る売買契約の締結を行いま

した。 

 調印式には石田紙器株式会社 代表取締役社長 石田知己 様 、取締役 総務部長 三

牧節夫 様にご出席いただきました。 

 また、この度のご仲介をいただきました株式会社鳥取銀行 倉吉支店 支店長 松田仙

美 様、倉吉支店 次長 森田義人 様にもご出席いただきました。 

 石田紙器株式会社 石田知己 社長からは梱包資材全般を扱うパッケージ専門メーカ

ーとして、「信頼される真のパートナー」をテーマにお客さまの要望に最大限お応えで

きるよう、創業 70 年維持以上にわたり培ってきた技術・経験・実績をもとに事業を展

開しています。この度の購入により同社の工場から排出する二酸化炭素の一部を埋め合

わせします。 

 売買契約締結後、県から「J-クレジットとっとりの森を守る優良企業」の認定証を鳥

取県中部総合事務所長 門脇誠司様より授与されました。 



 

 
 

 令和４年７月２１日、寿ホームズ株式会社 様と当組合本所において、「間伐推進 J-

クレジットプロジェクト」によるオフセット・クレジット購入に係る売買契約の締結を

行いました。 

調印式には、寿ホームズ株式会社 代表取締役 杉島篤美 様、執行役員営業部長 松永

裕貴 様、ご仲介をいただきました鳥取銀行 倉吉支店 支店長 松田仙美 様、倉吉支店 

支店長代理 米村昇悟 様にご出席いただきました。 

調印式では、寿ホームズ株式会社 代表取締役 杉島篤美 様から「県産材を利用する

立場として地域貢献や温暖化防止に貢献できることは幸い。このような小さな集いが１

つずつ輪になって広がり、少しでも地球温暖化のストップになればと思っている。」と

ご挨拶いただきました。 

 売買契約締結後、鳥取県中部総合事務所 所長 門脇誠司 様から「J-クレジットとっ

とりの森を守る優良企業」の認定証を授与されました。 

2022 年７月２１日 寿ホームズ株式会社と J-クレジット契約 



 

 

 

 令和４年８月２９日、株式会社井中組 様、株式会社アオキ建設 様と当組合本所にお

いて、「間伐推進 J-クレジットプロジェクト」によるオフセット・クレジット購入に係

る売買契約の締結を行いました。 

調印式には、株式会社井中組 代表取締役 井中紳二 様、株式会社アオキ建設 取締役 

営業部長 伊垢離隆 様、ご仲介をいただきました鳥取銀行 倉吉中央支店 支店長 前田

博史 様にご出席いただきました。 

調印式では、株式会社井中組 代表取締役 井中紳二 様から「外で働く時間が多いた

め、夏の暑さや冬の豪雪など異常気象を身に感じている。このような中で、地球温暖化

防止のためにカーボンオフセットとして J-クレジットを購入した。地元倉吉の環境を

守るため、今後も取り組みを広げてほしい」とご挨拶いただきました。また、株式会社

アオキ建設 取締役 営業部長 伊垢離隆 様から「今後もこういった地域貢献を含め、建

設現場に県産材を使いながら森林保全等の活動をしていきたい。」とご挨拶いただきま

した。 

 売買契約締結後、鳥取県中部総合事務所 所長 門脇誠司 様から「J-クレジットとっ

とりの森を守る優良企業」の認定証を授与されました。 

2022 年８月２９日 株式会社井中組、株式会社アオキ建設と 

J-クレジット契約 



 

 
 

 令和４年９月２２日、宝製菓株式会社 様、株式会社新藤 様と当組合本所において、

「間伐推進 J-クレジットプロジェクト」によるオフセット・クレジット購入に係る売

買契約の締結を行いました。 

調印式には、宝製菓株式会社 代表取締役会長 河越行夫 様、株式会社新藤 代表取締

役 新藤祐一 様、ご仲介をいただきました山陰合同銀行 東伯支店 支店長 山村靖 様、

倉吉支店 副支店長 立花輝夫 様にご出席いただきました。今回の契約は、当組合 J-ク

レジットにおける山陰合同銀行によるビジネスマッチング契約では第１号となります。 

調印式では、宝製菓株式会社 代表取締役会長 河越行夫 様から「少しでも地球をき

れいにし、地球温暖化を抑える取り組みに私どもも協力させていただきたい。」とご挨

拶いただきました。また、株式会社新藤 代表取締役 新藤祐一 様から「J-クレジット

を通した地域の森林保全、環境保全の取り組みに賛同してこの活動に参加した。この取

り組み合がどんどん広がっていけばと心から思っている。」とご挨拶いただきました。 

 売買契約締結後、鳥取県中部総合事務所 所長 門脇誠司 様から「J-クレジットとっ

とりの森を守る優良企業」の認定証を授与されました。 

2022 年９月２２日 宝製菓株式会社、株式会社新藤と J-クレ

ジット契約 



 

 

 

 令和４年９月２８日、有限会社三徳運送 様、ソレックス有限会社 様と当組合本所に

おいて、「間伐推進 J-クレジットプロジェクト」によるオフセット・クレジット購入に

係る売買契約の締結を行いました。 

調印式には、有限会社三徳運送 代表取締役 橋本浩二 様、ソレックス有限会社 代表

取締役 平田修 様、ご仲介をいただきました山陰合同銀行 倉吉支店 支店長 生田正一

郎 様にご出席いただきました。 

調印式では、有限会社三徳運送 代表取締役 橋本浩二 様から「地球温暖化対策に少

しでも貢献できるということで、一企業として改めて環境問題に対する姿勢を見直すこ

とが出来た。クレジット購入により、新しいネットワークが大きく広がっていくことも

期待している。」とご挨拶いただきました。また、ソレックス有限会社 代表取締役 平

田修 様から「多くの企業が手を取り、取り組むこの活動に感銘を受け今回購入を決め

た。今後も環境問題を意識しながら活動していきたい。」とご挨拶いただきました。 

 売買契約締結後、鳥取県中部総合事務所 所長 門脇誠司 様から「J-クレジットとっ

とりの森を守る優良企業」の認定証を授与されました。 

2022 年９月２８日 有限会社三徳運送、ソレックス有限会社

と J-クレジット契約 



 

 

 令和４年１１月２８日、中海工業株式会社 様、ハレル株式会社 様、大和設備倉吉株

式会社 様と当組合本所において「間伐推進 J-クレジットプロジェクト」によるオフセ

ット・クレジット購入に係る売買契約の締結を行いました。 

調印式には、中海工業株式会社 代表取締役 山本孝平 様、ハレル株式会社 常務取締

役 三嶋一路 様、大和設備倉吉株式会社 代表取締役 中村博之 様、仲介いただきまし

た山陰合同銀行 倉吉支店 支店長 生田正一郎 様にご出席いただきました。 

調印式では、中海工業株式会社 代表取締役 山本 様から「今回の購入をきっかけに、

社内の環境意識がより一層高まるように取り組んでいきたい。」、ハレル株式会社 常務

取締役 三嶋 様から「鳥取の木を守る取り組みに参加させていただき感謝している。こ

れからもＳＤＧｓに取り組み、ゴールに向かって達成できるよう頑張っていきたい。」、

大和設備倉吉株式会社 代表取締役 中村 様からは「環境は大事であり、こういった取

り組みは地域貢献として取り組んでいかないといけない。」とそれぞれご挨拶いただき

ました。 

 売買契約締結後、鳥取県中部総合事務所 所長 門脇誠司 様から「J-クレジットとっ

とりの森を守る優良企業」認定証を授与されました。 

2022 年１１月２８日 中海工業株式会社、ハレル株式会社、

大和設備倉吉株式会社と J-クレジット契約 



 

 令和４年１２月９日、株式会社大上農園 様、株式会社トリセイ 様と「間伐推進 J-

クレジットプロジェクト」によるオフセット・クレジット購入に係る売買契約の締結を

行いました。 

株式会社大上農園並びに株式会社トリセイ 代表取締役 大上裕次郎 様へ、オフセッ

ト・クレジット売買契約書調印盾と鳥取県の「J-クレジットとっとりの森を守る優良企

業」認定証をお渡しさせていただきました。 

大上農園 様、トリセイ 様はクレジットを活用して自社の事業活動で排出する二酸化

炭素の一部をオフセットいただき、今後はクレジット購入者として環境貢献企業等とし

てのＰＲ等に取り組んでいかれます。 

また、組合は頂いた資金を森林の間伐をはじめとした森林整備に有効に活用していく

ことで、地球温暖化による気候変動の抑制に取り組んで行きます。 

2022 年１２月９日 株式会社大上農園、株式会社トリセイと

J-クレジット契約 



 

 

 

 令和４年 12 月 23 日、株式会社サンセキ 様と当組合本所において「間伐推進 J-ク

レジットプロジェクト」によるオフセット・クレジット購入に係る売買契約の締結を行

いました。 

調印式には、株式会社サンセキ 代表取締役 熊野俊也 様、ご仲介をいただきました

鳥取銀行 倉吉中央支店 副支店長 前田剛 様、山陰合同銀行 倉吉支店 支店長 生田正

一郎 様にご出席いただきました。 

調印式では、株式会社サンセキ 熊野 様から「石材という地球素材を使っている企業

として、地球環境を守っていくことの責任と大切さを今回改めて考える機会となった。

今回の J-クレジット購入を機に、より持続可能な社会を目指して貢献していきたい。」

とご挨拶いただきました。 

 売買契約締結後、鳥取県中部総合事務所 所長 門脇誠司 様から「J-クレジットとっ

とりの森を守る優良企業」の認定証を授与されました。 

2022 年 12 月 23 日 株式会社サンセキと J-クレジット契約 



 

 

  

令和 5 年 1 月 17 日、株式会社べるびゅー大栄 様による私募債発行及び株式会社鳥

取銀行 様による引受記念として、当組合本所において「間伐推進 J-クレジットプロジ

ェクト」によるオフセット・クレジット購入に係る売買契約の締結を行いました。 

調印式には、株式会社べるびゅー大栄 代表取締役 砂原博士 様、株式会社鳥取銀行 

倉吉中央支店 支店長 前田博史 様にご出席いただきました。 

調印式では、株式会社べるびゅー大栄 砂原 様から「地域の環境整備などに少しでも

役立てていただき、鳥取県中部が良くなることに期待している。」とご挨拶いただきま

した。また、株式会社鳥取銀行  前田 様から「銀行の経済活動において、資金提供だ

けではなく環境面も含め、地域に貢献できるような活動を頑張っていきたい。」とそれ

ぞれご挨拶いただきました。 

2023 年 1 月 17 日 株式会社べるびゅー大栄による私募債発行 

及び株式会社鳥取銀行による引受記念として J-クレジット契約 



 

  
 

令和 5 年 1 月 20 日、ハウスクリバー株式会社 様と当組合本所において「間伐推進

J-クレジットプロジェクト」によるオフセット・クレジット購入に係る売買契約の締結

を行いました。 

調印式には、ハウスクリバー株式会社 代表取締役 穐近亮士 様、ご仲介をいただき

ました山陰合同銀行 倉吉支店 支店長 生田正一郎 様にご出席いただきました。 

調印式では、ハウスクリバー株式会社 穐近 様から「地元産木材を使って家を建てた

ときの二酸化炭素排出量を１としたとき、全て欧州からの輸入材を使って建てたときの

二化炭素排出量は２２となり、排出量は大きく違ってくる。そのため、地元の木を地元

で使うことはとても大切なこと。今回の J-クレジット購入が地元の工務店などの意識

変化に繋がり、貢献が出来たらと思っている。」とお話いただきました。 

 売買契約締結後、鳥取県中部総合事務所 所長 門脇誠司 様から「J-クレジットとっ

とりの森を守る優良企業」の認定証を授与されました。 

2023 年 1 月 20 日 ハウスクリバー株式会社と 

J-クレジット契約 


