令和 2 年 11 月 20 日

異分野×林業のコラボで森林を救う！
～ SUSTAINABLE FOREST ACTION2020 の実施結果 ～
林野庁が補助事業により支援する森林づくりの課題解決のための事業共創
プログラム『SUSTAINABLE FOREST ACTION2020』のデモデイ（審査
会）が、11 月 1 日に永田町会場とオンラインで同時開催されました。

デモデイの様子

１ ．

SFA について

林野庁では、林業現場を知る林業人材と独自の技術やノウハウを持つ異分野
人材のオープンイノベーションによる課題解決型事業共創プログラム”
Sustainable Forest Action2020（SFA2020）”を補助事業により支援しています。
SFA2020 には 27 名（林業従事者 16 名、事業開発経験者 11 名）が参加し、８月
に 11 チームが編成されました。各チームには 11 名の伴走メンターがそれぞれ
つき、約 2 ヶ月間にわたって、ユーザーインタビュー、実証実験などを通じた事
業開発を進めてきました。
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チーム組成
4/22-6/1 林業従事者 募集

キックオフ 8/23(日)

中間研修 10/3･4(土日)

林業の業界・課題講義

プレゼンポイント講座

デモデイ 11/1(日)
投資家など審査員の前で最終プレゼン

6/1-7/27 事業開発経験者 募集

チームの顔合わせ

各チームの中間発表

最大 200 万円の資金支援

7/27-8/10 チーム編成・選考期間

事業開発講義・ワークショップ

デモデイに向けたフィードバック

優れたアイディアは事業化支援

２．

デモデイ（審査会）の結果について

11 月１日（日曜日）に、約２ヶ月間の事業開発の成果発表の場として、デモ
デイを開催しました。デモデイは、永田町会場とオンラインで同時開催され、参
加者、メンター、審査員、林野庁関係者含め、会場に約 40 名、オンラインで約
20 名の関係者が集まりました。
デモデイでの審査は、勝ち抜き戦形式で行われ、予選として 11 チームの発表
に対する投資家および林業関係者を含めた審査委員からの質疑応答が行われ、5
チームが決勝に進出。より詳細な事業計画についてプレゼンテーションが行わ
れた結果、以下の２チームが優秀賞を受賞しました。
山林で行うサバイバルゲーム事業
【メンバー】
・渡部 真之助/林業会社勤務（林業）
・蛭間 祐介/渋川広域森林組合
造林班班長（林業）
・勝 泉貴/本田技研工業株式会社
ものづくりセンター栃木コック
ピット 電装開発課(事業)
・メンター：池森 裕毅/
株式会社 tsam 代表取締役

【事業概要】
伐採予定地で行うサバイバルゲーム事業。私有林の山
主から山を借り、サバゲーフィールドとして提供する。
入山料の一部をレンタル料、市町村に造林サポート基
金として還元することで持続的な山づくりに寄与す
る。また、サバイバルゲームツアー開催を通じ、新しい
層に対し山林への興味関心を醸成するとともに、周辺
の町おこしにもつなげる。

施業してほしい山林所有者と施業したい事業体をつなぐサービス
【メンバー】
・奥川 季花/ソマノベース 代表（事
業）
・德永 勇人/特定非営利活動法人か
いろう基山（林業）
・メンター：幸田 泰尚/株式会社ク
ラウドリアルティ執行役員

【事業概要】
森林管理（伐採や造林）を施業してほしい山林所有者と
施業したい事業体をつなぐサービス。このサービスを
通じて、山林所有者に利益を返せる業者を増やすとと
もに、事業者側の生産向上・社内効率化なども支援する
ことで、山林所有者が森林施業を依頼する事業体の選
択肢を増やし、林業界全体の質向上と底上げを目指す
事業。
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また、受賞チーム以外の参加チームの事業アイディアとメンバーは以下のと
おりです。
事業アイディア

メンバー

原木と木材の対話型オ

早川 慶朗/株式会社 Andeco 代表取締役(事業）

ンライン市場

近藤 友宏/株式会社シンラテック

代表取締役社長（林業）

鈴木 龍彦/やもりーず（林業）
廣永 拓男/山口県職員（林業）
メンター：小山内靖

/三重エネウッド株式会社 取締役所長

民間フォレスターによ

小森 胤樹/ぎふフォレスター協会

代表理事(林業)

る市町村行政支援事業

メンター：中間 康介/株式会社 GREEN FORESTERS 取締役

＊決勝進出
草を踏んで管理するロ

嘉数 正人 / 株式会社 CuboRex COO (事業)

ボット

小川 貴之 / 株式会社 CuboRex (事業)
桶脇 誠治/株式会社 CuboRex(事業)
川上 泰昌/ 株式会社舗材サービス 取締役(林業)
メンター：杉山 慎/株式会社 Spero 取締役兼 CTO

竹など小型バイオマス

荒木康孝/ Verde Energia 設立準備室 代表(事業)

発電ソリューション

石倉 悠裕 /林野庁職員（林業）

＊決勝進出

メンター：CONFIDENCIAL/ 某大手事業会社 事業開発

林業事業体における

平井 賢治/あじさい木工(合) 代表（事業）

可処分時間の収益化

水出 力/(有)楢原愛林

事業

小澤 一輝/林野庁職員(林業)

現場代理人（林業）

メンター：CONFIDENCIAL/某大手外資コンサル
山から育む子ども達の

武久 景子/株式会社武久 代表取締役（4 代目後継者）
（林業）

未来と日本の食

温 世堅/株式会社 CIRCL 代表取締役（事業）

＊決勝進出

メンター：鴨志田 由貴/作戦本部株式会社 代表取締役

林業とシナジーする

西田 浩之/西田林業

代表（事業・林業）

事業創出：

高野 いずみ/林野庁職員（林業）

森林でのフィットネス

メンター：田中 ブラッドリー/Gloners Capital LLC

AR を用いた新しい

河田 恒雄/山口県西部森林組合 参事（林業）

林業 style の提供

宮野 貴行/Atlas Associates 株式会社 代表取締役（林業）
廣永 拓男/山口県職員
メンター：タキザワ

ケイタ/PLAYWORKS 株式会社 代表取締役

担い手育成の為の

井上 雅也/株式会社タカショー 経営管理本部マネージャー（事業）

どんぐりを活用した

衣笠 拓也/某林業会社 班長（林業）

教育コンテンツ

メンター：杉山 泰彦/一般社団法人ねばのもり 代表理事
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３．

今後の活動について

受賞した 2 チームは、引き続き、林野庁補助事業により、事業化の実証を行
う予定です。また、受賞チーム以外でも複数のチームが引き続き事業化の検討
を行っていく予定です。

４．

参考情報

株式会社 Spero による令和２年 11 月 12 日付けプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000056075.html
【昨年度の結果】令和元年 12 月 20 日付けプレスリリース
「Sustainable Forest Action(SFA)の実施結果について」
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/seibi/191220.html

林野庁森林整備部整備課造林間伐対策室
担当者：山口、海老沼
代表：03-3502-8111（内線 6177）
ダイヤルイン：03-3502-8065
FAX 番号：03-3502-6329
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