
事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

1 特用林産物経営安定化・消費拡大総合対策事業
日本特用林産振興会
代表者　星野已喜雄

2 特用林産物生産継続体制支援事業
日本特用林産振興会
代表者　星野已喜雄

3
「緑の雇用」現場技能者育成対策事業のうち
　新規就業者の確保・育成・キャリアアップ対策

全国森林組合連合会
代表理事会長　佐藤重芳

4
「緑の雇用」現場技能者育成対策事業のうち
　安全な器具の開発・改良

名古屋大学大学院生命農学研究科
研究科長　前島正義

5
「緑の雇用」現場技能者育成対策事業のうち
　高校生等に対する林業経営・就業体験等

全国林業研究グループ連絡協議会
会長　田爪弥栄

6
「緑の雇用」現場技能者育成対策事業のうち
　森林作業道作設オペレーターの育成対策

一般社団法人　フォレスト・サーベイ
代表理事　黒澤卓

7 森林施業プランナー実践力向上対策事業
【共同提案】
全国森林組合連合会
代表理事会長　佐藤重芳

【共同提案】
森林施業プランナー協会
理事長　佐藤重芳

8 木材加工設備導入利子助成支援事業
全国木材協同組合連合会
会長　坂東正一郎

9
地域材供給倍増事業のうち
　木材産業等連携支援事業（地域木材産業等連携支援）

かごしま材新需要開拓協議会
代表 柴立鉄彦

下川地域材活用促進協議会
会長　山下邦廣

【共同提案】
社団法人　愛媛県木材協会八西支部
支部長　井上剛

【共同提案】
社団法人　愛媛県木材協会西予支部
支部長　井上誠一郎

【共同提案】
社団法人　愛媛県木材協会宇和島支部
支部長　梶原重雄

平成２５年度予算民間団体に対する林野庁補助事業の補助金交付候補者一覧（第3回）
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事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

一般財団法人　大川インテリア振興センター
理事長 土井彌一郎

港製器工業株式会社
代表取締役　岡室昇志

コクヨファニチャー株式会社
代表取締役社長 黒田英邦

宮崎県木材協同組合連合会
会長　横田欽一郎

日本ＣＬＴ協会
会長 中島浩一郎

長崎県森林組合連合会
会長　八江利春

10
地域材供給倍増事業のうち
　木材産業等連携支援事業（木材産業等活性化総合対策）

全国木材協同組合連合会
会長 坂東正一郎

全国素材生産業協同組合連合会
会長 川井喜久博

日本合板工業組合連合会
会長 井上篤博

全国木材協同組合連合会
会長 坂東正一郎

日本住宅・木材技術センター
理事長 岸純夫

【共同提案】
全国木材チップ工業連合会
会長 岩切好和

【共同提案】
木構造振興株式会社
代表取締役　西村勝美

11
地域材供給倍増事業のうち
　地域型住宅づくり支援事業

徳島県木の家づくり協会
会長　松田功
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事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

県産材販路開拓協議会
会長　宮崎政毅

特定非営利活動法人
木の家だいすきの会内彩の木の家ネットワーク
代表理事（共同代表）　井上淳治、田中進、金子真治

 【共同提案】
株式会社　環境計画研究所
代表取締役社長　宮崎一郎

 【共同提案】
株式会社　スキップ
代表取締役　石川和作

12
地域材供給倍増事業のうち
　品質・性能の確かな部材供給推進事業

一般社団法人　緑の循環認証会議
会長　佐々木恵彦

愛媛県林材業振興会議
会長　高山康人

協同組合いわき材加工センター
理事長　鈴木裕一

あかね材認証機構
会長　黄瀬稔

13

地域材供給倍増事業のうち
　木造住宅・木造公共建築物等の構造部材開発等支援事業の
　うち
　　内装木質化等住宅部材試験開発等支援事業

一般社団法人　全国LVL協会
会長　松田一郎

宮崎県木材協同組合連合会
会長　横田欽一郎

公益社団法人　日本木材保存協会
会長　今村祐嗣

公益社団法人　日本木材加工技術協会
会長　富田文一郎

【共同提案】
日本木質内装材工業会
会長　久津輪光一

 【共同提案】
木構造振興株式会社
代表取締役　西村勝美
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事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

株式会社　ファインコラボレート研究所
代表取締役　望月伸一

国立大学法人東京大学アジア生物資源環境研究セン
ター
センター長　堀繁

 【共同提案】
株式会社　環境計画研究所
代表取締役社長　宮崎一郎

 【共同提案】
株式会社　スキップ
代表取締役　石川和作

14

地域材供給倍増事業のうち
　木造住宅・木造公共建築物等の構造部材開発等支援事業
　のうち
　　木造中高層建築物等の部材開発等支援事業

日本合板工業組合連合会
会長　井上篤博

株式会社　竹中工務店
取締役副社長　門川清行

日本集成材工業協同組合
理事長　齋藤敏

一般社団法人　JBN
会長　青木宏之

木構造振興株式会社
代表取締役　西村勝美

木質構造研究会
会長　稲山正弘

15
地域材供給倍増事業のうち
　木材利用技術整備等支援事業

 【共同提案】
株式会社　ドット・コーポレーション
代表取締役　平野陽子

 【共同提案】
日本集成材工業協同組合
理事長　齋藤敏

 【共同提案】
一般社団法人　全国LVL協会
会長　松田一郎

 【共同提案】
特定非営利活動法人　team Timberize
理事長　腰原幹雄
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事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

日本CLT協会
会長　中島浩一郎

16
地域材供給倍増事業のうち
　木造建築物等の健康・省エネ等データ収集支援事業

株式会社　トライ・ウッド
代表取締役　井上伸史

一般社団法人　健康・省エネを推進する国民会議
理事長　上原裕之

 【共同提案】
一般社団法人　日本木製サッシ工業会
会長　川上伊登志

 【共同提案】
木構造振興株式会社
代表取締役　西村勝美

17
地域材供給倍増事業のうち
　木のまち・木のいえづくり担い手育成事業

一般社団法人　木を活かす建築推進協議会
代表理事　大橋好光

一般社団法人　木を活かす建築推進協議会
代表理事　大橋好光

 【共同提案】
木構造振興株式会社
代表取締役　西村勝美

 【共同提案】
日本経済広告社
代表取締役　丹羽信一

一般社団法人　全国木造住宅機械プレカット協会
会長　櫻井　秀弥

18
地域材供給倍増事業のうち
　新たな木材製品の製造装置開発等支援事業

該当者なし

19
地域材供給倍増事業（木造公共建築物等への地域材利用の促
進）のうち
　木造公共建築物の整備に係る設計段階からの技術支援

一般社団法人　木を活かす建築推進協議会
代表理事　大橋好光

20
地域材供給倍増事業（木造公共建築物等への地域材利用の促
進）のうち
　合法木材の普及・利用促進

一般社団法人　全国木材組合連合会
会長　吉条良明

21

地域材供給倍増事業（木造公共建築物等への地域材利用の促
進）のうち
　海外における日本産木材の認知度向上に向けた試験・実証
　支援

一般社団法人　日本木材輸出振興協会
会長　安藤直人
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事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

22
木質バイオマス産業化促進事業のうち
　木質バイオマス利用支援体制構築事業のうち
　　発電・熱供給・熱電併給推進のための調査支援

木質バイオマスエネルギー利用推進協議会
会長　熊崎実

23
木質バイオマス産業化促進事業のうち
　木質バイオマス利用支援体制構築事業のうち
　　相談・サポート体制の確立支援

木質バイオマスエネルギー利用推進協議会
会長　熊崎実

24
木質バイオマス産業化促進事業のうち
　木質バイオマス加工・利用システム開発事業

株式会社ＥＭＳ
代表取締役　藤川博文

25 持続的森林経営確立総合対策検証事業
住友林業株式会社
山林・環境部長 片岡明人

26
森林情報高度利活用技術開発事業のうち
　森林クラウドシステム標準化事業

【共同提案】
住友林業株式会社
山林・環境部長 片岡明人

【共同提案】
一般財団法人 日本情報経済社会推進協会
会長　牧野力

27
森林情報高度利活用技術開発事業のうち
　森林クラウド実証システム開発事業

【共同提案】
一般社団法人 日本森林技術協会
理事長 加藤鐵夫

【共同提案】
パシフィックコンサルタンツ株式会社首都圏本社
常務取締役本社長 伊藤重文

【共同提案】
株式会社パスコ 本社営業部
営業部長 竹下俊也

28 森林資源総合利用指針策定事業
学校法人　東京農業大学
理事長　大澤貫寿

29
森林環境保全総合対策事業のうち
　世界遺産の森林生態系保全管理のための調査事業のうち
　　小笠原諸島における森林生態系保全管理手法開発事業

株式会社　プレック研究所
代表取締役社長　杉尾邦江

30

森林環境保全総合対策事業のうち
　世界遺産の森林生態系保全管理のための調査事業のうち
　　世界自然遺産地域の森林生態系における気候変動の
　　影響への適応策検討等事業

一般社団法人　日本森林技術協会
理事長　加藤鐵夫

31
森林環境保全総合対策事業のうち
　スギ・ヒノキ花粉発生源地域推定事業

一般社団法人　全国林業改良普及協会
会長　西場信行

32
森林環境保全総合対策事業のうち
　森林被害対策の推進のうち
　　野生鳥獣による森林生態系への被害対策技術開発事業

株式会社　野生動物保護管理事務所
代表取締役社長　羽澄俊裕
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事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

33
森林環境保全総合対策事業のうち
　森林被害対策の推進のうち
　　ナラ枯れ被害防止技術開発事業

一般社団法人　日本森林技術協会
理事長　加藤鐵夫

34
森林環境保全総合対策事業のうち
　森林再生に向けた優良種苗供給促進事業のうち
　　森林再生に向けた優良種苗供給の促進

全国山林種苗協同組合連合会
会長　太田清藏

35
森林環境保全総合対策事業のうち
　森林再生に向けた優良種苗供給促進事業のうち
　　造林木の生育環境への適応性の評価

独立行政法人森林総合研究所
理事長　鈴木和夫

36
日本の森林づくり・木づかい国民運動総合対策事業のうち
　国民の参加・体験・学びの促進（森林づくり活動）

特定非営利活動法人ねおす
理事長　高木晴光

特定非営利活動法人
北海道ふるさと回帰支援センター
理事長　佐藤隆

毎日新聞社　水と緑の地球環境本部
本部長　斗ヶ沢秀俊

37
日本の森林づくり・木づかい国民運動総合対策事業のうち
　国民の参加・体験・学びの促進（木育の実践活動の推進）

株式会社 電通
代表取締役社長執行役員 石井直

認定特定非営利活動法人 日本グッド･トイ委員会
理事長 多田千尋

38 先進林業機械開発促進事業
越智機械工業株式会社
代表取締役社長　関野邦夫

有限会社　牛方商会
代表者　久保至

松本システムエンジニアリング株式会社
代表取締役社長　松本良三

39
森林施業低コスト化促進事業のうち
　造林の省力化技術の分析・評価

一般社団法人林業機械化協会
会長　伴次雄

40
森林施業低コスト化促進事業のうち
　低コスト造林等導入促進事業

株式会社　森林環境リアライズ
代表取締役　堀束恭弘

事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

平成２５年度予算民間団体に対する林野庁補助事業の補助金交付候補者一覧（第4回）
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事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

1
国際林業協力事業のうち
　REDD推進体制緊急整備事業

独立行政法人　森林総合研究所
理事長　鈴木和夫

2
国際林業協力事業のうち
　途上国森林減少・劣化防止推進事業
　　（森林減少防止のための途上国取組支援事業）

アジア航測株式会社
代表取締役社長　小川紀一朗

3
国際林業協力事業のうち
　途上国持続可能な森林経営推進事業
　　（途上国森づくり事業（海外森林保全参加支援））

公益財団法人　国際緑化推進センター
理事長　佐々木惠彦

4
国際林業協力事業のうち
　途上国持続可能な森林経営推進事業
　　（途上国森づくり事業（貧困削減のための森づくり支援事業））

【共同提案】
一般社団法人　海外林業コンサルタンツ協会
会長　小澤普照

【共同提案】
公益財団法人　国際緑化推進センター
理事長　佐々木惠彦

5
国際林業協力事業のうち
　途上国持続可能な森林経営推進事業
　　（途上国森づくり事業（開発地植生回復支援））

公益財団法人　国際緑化推進センター
理事長　佐々木惠彦

6
国際林業協力事業のうち
　途上国持続可能な森林経営推進事業
　　　（森林・水環境保全のための実証活動支援事業）

公益財団法人　国際緑化推進センター
理事長　佐々木惠彦

事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

1
【復興庁計上】
震災復興林業人材育成対策のうち
　人材育成対策事業

全国森林組合連合会
代表理事会長　佐藤重芳

2
【復興庁計上】
震災復興林業人材育成対策のうち
　作業システム普及事業（作業システム普及促進）

林業・木材製造業労働災害防止協会
会長　佐藤重芳

3
【復興庁計上】
震災復興林業人材育成対策のうち
　作業システム普及事業（リース事業）

全国木材協同組合連合会
会長　坂東正一郎

4
【復興庁計上】
復興に向けた木の暮らし創出支援事業

社団法人　岩手県建築士事務所協会
会長　新沼義雄

一般社団法人　宮城県建築士事務所協会
代表者　栗原憲昭

一般社団法人　福島県建築士事務所協会
会長　田畑光三

平成２５年度予算民間団体に対する林野庁補助事業の補助金交付候補者一覧（第5回）
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事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

1
【復興庁計上】
森林組合経営再建緊急支援事業のうち
　被災森林所有者経営相談事業

全国森林組合連合会
代表理事会長　佐藤　重芳

事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

51
【復興庁計上】
安全な木材製品等生産技術検証・開発事業

 【共同提案】
木構造振興株式会社
代表取締役　西村勝美

 【共同提案】
一般財団法人　材料科学技術振興財団
理事長　沖村憲樹

 【共同提案】
福島県木材協同組合連合会
会長　朝田宗弘

　

事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

1
地域材供給倍増事業のうち
　木材産業等連携支援事業

島根県素材流通協同組合
理事長 篠原憲

宮崎県造林素材生産事業協同組合連合会
会長　日高勝三郎

鹿児島県素材生産業協同組合連合会
代表理事 有馬純隆

大分県造林素材生産事業協同組合
理事長　横山久雄

【共同提案】
徳島県素材生産流通協同組合
代表理事　山田喜三郎

【共同提案】
徳島県森林組合連合会
代表理事会長　杉本直樹

平成２５年度予算民間団体に対する林野庁補助事業の補助金交付候補者一覧（第6回）

平成２５年度予算民間団体に対する林野庁補助事業の補助金交付候補者一覧（第7回）

平成２５年度予算民間団体に対する林野庁補助事業の補助金交付候補者一覧（第8回）
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事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

一般社団法人　日本フローリング工業会
会長　久津輪光一

株式会社 文祥堂
代表取締役　佐藤義則

新北菱林産株式会社　北上出張所
所長　今堀悟朗

2
地域材供給倍増事業のうち
　地域型住宅づくり支援事業

小田原地区木材業協同組合
理事長　秋山照雄

一般社団法人　日本ログハウス協会
会長　芳賀沼養一

上川地域水平連携協議会
会長　山田彰

やまぐち木の家ネットワーク
代表　原孝夫

3
地域材供給倍増事業のうち
　木造住宅・木造公共建築物等の構造部材開発等支援事業

日本木材防腐工業組合
理事長　鈴木龍一郎

 【共同提案】
昭和住宅株式会社
代表取締役　湖中　明憲

 【共同提案】
株式会社　ナカムラ
代表取締役　中村栄樹

 【共同提案】
株式会社　ジョインウッド
代表取締役　波多野隆之

ナイス株式会社
代表取締役社長　平田恒一郎

住友林業株式会社
代表取締役　市川　晃

協和木材株式会社
代表取締役　佐川広興
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事業
番号

事業名（公募単位） 補助金交付候補者

4
地域材供給倍増事業のうち
　新たな木材製品の製造装置開発等支援事業

飯田工業株式会社
代表取締役社長　井本 希孝

5 先進林業機械開発促進事業 該当者なし

6
【復興庁計上】
海岸防災林再生等復興支援事業

公益社団法人　福島県森林・林業・緑化協会
会長　浅和定次

公益社団法人　国土緑化推進機構
理事長　佐々木毅

7
日本の食を広げるプロジェクト事業のうち
　食のモデル地域育成事業

静岡県きのこ総合センター振興協議会
会長　菊池豊

肱川流域林業活性化センター
会長　清水裕

長崎県しいたけ振興対策協議会
会長　桐谷安博

別府市おいしい食のモデル地域実行協議会
会長　河内聖蔵

大分乾しいたけ食のモデル地域推進協議会
会長　阿部良秀
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