令和２年度予算 林野庁 民間団体向け補助事業補助金交付候補者
事業
番号

事業名（公募単位）

課題提案書提出者

１

「緑の人づくり」総合支援対策のうち
森林・林業新規就業支援対策のうち
「緑の雇用」新規就業者育成推進事業

全国森林組合連合会
代表理事会長 村松

二郎

２

現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策のうち
現場技能者キャリアアップ対策
（技能評価試験の構築を除く）

全国森林組合連合会
代表理事会長 村松

二郎

３

現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策のうち
現場技能者キャリアアップ対策のうち
技能評価試験の構築

林業技能向上センター
理事長 村松 二郎

４

現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策のうち
能力評価システムの導入支援

一般社団法人全国林業改良普及協会
会長 西場 信行

５ 現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策のうち
森林施業プランナー等育成対策

全国森林組合連合会
代表理事会長 村松

二郎

全国素材生産業協同組合連合会
会長 日髙 勝三郎

一般社団法人林業機械化協会
会長 島田 泰助

６ 現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策のうち
林業労働安全推進対策

【代表提案者】
株式会社森林環境リアライズ
代表取締役 堀束 恭弘
【共同提案者】
一般社団法人林業技能教育研究所
所長 飛田 京子

７ 木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
広葉樹を活用した成長産業化支援対策

日本特用林産振興会
会長 小渕 優子

８

木材産業・木造建築活性化対策のうち
都市の木造化に向けた木質耐火部材等の利用促進事業のうち
都市における木質耐火部材等利用拡大

９

木材産業・木造建築活性化対策のうち
都市の木造化に向けた木質耐火部材等の利用促進事業のうち
都市の木造化等に向けた木質の防耐火部材等の
新たな製品・技術の開発

１０

１１

木材産業・木造建築活性化対策のうち
中高層建築物を中心としたCLT等の木質建築部材の利用促進事業のうち
CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援

木材産業・木造建築活性化対策のうち
中高層建築物を中心としたCLT等の木質建築部材の利用促進事業のうち
中高層建築物等におけるCLT等の利用拡大

－1－

一般社団法人 全国木材組合連合会
会長 鈴木 和雄

一般社団法人 全国ＬＶＬ協会
会長 中西 宏一

一般社団法人ＪＢＮ・全国工務店協会
会長 大野 年司

【代表提案者】
木構造振興株式会社
代表取締役 山田 壽夫
【共同提案者】
公益財団法人 日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣

一般社団法人 全国木材組合連合会
会長 鈴木 和雄
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一般社団法人 日本ＣＬＴ協会
代表理事 中島 浩一郎
（技術的支援に係る提案）
【代表提案者】
公益財団法人 日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣
【共同提案者】
一般社団法人 日本ＣＬＴ協会
代表理事 中島 浩一郎
一般社団法人 日本ＣＬＴ協会
代表理事 中島 浩一郎
（設計者等育成に係る提案）
株式会社 日経ビーピー
代表取締役社長 吉田

１２

木材産業・木造建築活性化対策のうち
中高層建築物を中心としたCLT等の木質建築部材の利用促進事業のうち
CLT建築物等の設計者等育成・技術的支援・資格制度の運用

直人

公益財団法人 日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣

【代表提案者】
株式会社 ドット・コーポレーション
代表取締役 平野 陽子
【共同提案者】
特定非営利活動法人 team Timberize
理事長 腰原 幹雄

【代表提案者】
日本集成材工業協同組合
理事長 佐々木 幸久
【共同提案者】
木構造振興株式会社
代表取締役 山田

－2－

壽夫
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日本合板工業組合連合会
会長 井上 篤博

木構造振興株式会社
代表取締役 山田 壽夫

【代表提案者】
公益財団法人 日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣
【共同提案者】
一般社団法人 日本ＣＬＴ協会
代表理事 中島 浩一郎

【代表提案者】
株式会社 ドット・コーポレーション
代表取締役 平野 陽子

１３

木材産業・木造建築活性化対策のうち
中高層建築物を中心としたCLT等の木質建築部材の利用促進事業のうち
CLT等の利用促進及び低コスト化の推進に係る技術開発・検証等

【共同提案者】
京都大学 生存圏研究所
生存圏研究所長 渡邊

隆司

【代表提案者】
木構造振興株式会社
代表取締役 山田 壽夫
【共同提案者】
一般社団法人 日本ＣＬＴ協会
代表理事 中島 浩一郎
一般社団法人 日本ＣＬＴ協会
代表理事 中島 浩一郎
（遮音性能向上に係る提案）
一般社団法人 日本ＣＬＴ協会
代表理事 中島 浩一郎
（耐震補強方法に係る提案）
公益財団法人 日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣
（設計・施工マニュアルの整備に係る提案）

１４

木材産業・木造建築活性化対策のうち
低層建築物を中心としたJAS構造材等利用拡大事業のうち
JAS構造材活用事業者拡大及びJAS構造材実証支援事業

１５

木材産業・木造建築活性化対策のうち
低層建築物を中心としたJAS構造材等利用拡大事業のうち
大径化した原木の利用拡大及び横架材・2×4部材等の製品・技術開発

１６

一般社団法人 全国木材組合連合会
会長 鈴木 和雄

木材産業・木造建築活性化対策のうち
低層建築物を中心としたJAS構造材等利用拡大事業のうち
顔の見える木材での快適空間づくり事業

特定非営利活動法人 建築技術支援協会
代表理事 松村 秀一

信州木材認証製品センター
理事長 宮崎 正毅

一般社団法人 全国木材組合連合会
会長 鈴木 和雄

－3－
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【代表提案者】
一般財団法人日本木材総合情報センター
理事長 松本 有幸

１７

木材産業・木造建築活性化対策のうち
生産流通構造改革促進事業のうち
低層建築物（住宅等）における効率的なサプライチェーンの構築支援

【共同提案者】
全国素材生産業協同組合連合会
会長 日髙 勝三郎
全国森林組合連合会
代表理事会長 村松 二郎
一般社団法人全日本木材市場連盟
会長 西垣 泰幸

登米市森林管理協議会ＦМ認証材流通事務局
登米町森林組合代表理事組合長 芳賀 稔

特定非営利活動法人 みなみあいづ森林ネットワーク
代表理事 室井 武

１８

木材産業・木造建築活性化対策のうち
生産流通構造改革促進事業のうち
森林認証材の需要拡大

信州木材認証製品センター
理事長 宮崎 正毅

岐阜県木材協同組合連合会
会長 丸山 輝城

斐伊川流域林業活性化センター
会長 速水 雄一

【代表提案者】
木構造振興株式会社
代表取締役 山田 壽夫

１９ 安全な木材製品等流通影響調査・検証事業

【共同提案者】
福島県木材協同組合連合会
会長 鈴木 裕一

２０

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
民間部門主導の木造公共建築物等整備推進事業のうち
各業界分野における民間部門主導の木造公共建築物等整備推進

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

２１

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
民間部門主導の木造公共建築物等整備推進事業のうち
地域における民間部門主導の木造公共建築物等整備推進

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

２２

木材需要の創出・輸出力強化対策
民間セクターによる非住宅建築物等木材利用促進事業のうち
木材利用に取り組む民間企業ネットワークの構築

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣

２３

木材需要の創出・輸出力強化対策
民間セクターによる非住宅建築物等木材利用促進事業のうち
内装木質化等促進のための環境整備に向けた取組支援

－4－

【代表提案者】
木構造振興株式会社
代表取締役 山田 壽夫
【共同提案者】
公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣
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２５
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木材需要の創出・輸出力強化対策
民間セクターによる非住宅建築物等木材利用促進事業のうち
ウッド・チェンジにつながる木材利用の理解醸成のうち
優れた地域材製品等の顕彰制度

木材需要の創出・輸出力強化対策
民間セクターによる非住宅建築物等木材利用促進事業のうち
ウッド・チェンジにつながる木材利用の理解醸成のうち
木材利用の良さや意義を伝える普及啓発
（①デジタル技術を活用した情報発信等）
木材利用の良さや意義を伝える普及啓発
（②展示会等による木材利用に向けた木づかいの普及啓発）

２６

２７

２８

木材需要の創出・輸出力強化対策
民間セクターによる非住宅建築物等木材利用促進事業のうち
ウッド・チェンジにつながる木材利用の理解醸成のうち
職場を含む様々な場面での木育活動
※
①団体間連携
②木育活動の実践及び木育効果分析

木材需要の創出・輸出力強化対策
民間セクターによる非住宅建築物等木材利用促進事業のうち
ウッド・チェンジにつながる木材利用の理解醸成のうち
「木の文化」発信・「木のおもてなし」の提案

【代表提案者】
公益社団法人国土緑化推進機構
理事長 佐々木 毅
【共同提案者】
特定非営利活動法人活木活木森ネットワーク
理事長 遠藤 日雄
株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所
代表取締役社長 高橋 義則

楽天株式会社
代表取締役会長兼社長

三木谷 浩史

特定非営利活動法人活木活木森ネットワーク
理事長 遠藤 日雄

特定非営利活動法人芸術と遊び創造協会
理事長 多田 千尋

特定非営利活動法人木づかい子育てネットワーク
理事長 浅田 茂裕

【代表提案者】
公益社団法人国土緑化推進機構
理事長 佐々木 毅
【共同提案者】
株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所
代表取締役社長 高橋 義則

【代表提案者】
一般社団法人日本森林技術協会
理事長 福田 隆政

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
｢地域内エコシステム｣構築事業のうち
「地域内エコシステム」モデル構築事業

【共同提案者】
株式会社森のエネルギー研究所
代表取締役 大場 龍夫

田島山業株式会社
代表取締役 田島 信太郎

２９

飛騨高山グリーンヒート合同会社
代表社員 谷渕 庸次

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
｢地域内エコシステム｣構築事業のうち
「地域内エコシステム」技術開発・実証事業

NPO法人九州バイオマスフォーラム
理事長 薬師堂 謙一

新興工機株式会社
代表取締役 福田 和明

３０

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
｢地域内エコシステム｣構築事業のうち
「地域内エコシステム」技術開発等支援事業

一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会
会長 酒井 秀夫

３１

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
｢地域内エコシステム｣構築事業のうち
「地域内エコシステム」サポート事業のうち
相談・サポート体制の構築

一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会
会長 酒井 秀夫

－5－
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３２

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
｢地域内エコシステム｣構築事業のうち
「地域内エコシステム」サポート事業のうち
燃料材サプライチェーン実態調査支援

一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会
会長 酒井 秀夫

３３

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
｢地域内エコシステム｣構築事業のうち
「地域内エコシステム」サポート事業のうち
木質バイオマス熱利用・熱電併給効率化実態調査支援

一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会
会長 酒井 秀夫

３４

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
｢地域内エコシステム｣構築事業のうち
「地域内エコシステム」サポート事業のうち
放置薪炭林活用実態調査支援

一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会
会長 酒井 秀夫

３５

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
高付加価値木材製品輸出促進事業のうち
日本産木材を利用した木造住宅等輸出促進事業のうち
輸出規格環境整備・設計施工マニュアル作成事業

一般社団法人日本木材輸出振興協会
会長 安藤 直人

３６

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
高付加価値木材製品輸出促進事業のうち
日本産木材を利用した木造住宅等輸出促進事業のうち
国内外における木造技術講習事業

一般社団法人日本木材総合情報センター
理事長 松本 有幸

３７

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
高付加価値木材製品輸出促進事業のうち
企業連携型木材製品輸出促進モデル事業

一般社団法人日本木材輸出振興協会
会長 安藤 直人

３８

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
高付加価値木材製品輸出促進事業のうち
日本産木材・木材製品の普及・PR事業

一般社団法人日本木材輸出振興協会
会長 安藤 直人

３９

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
「クリーンウッド」普及促進事業のうち
木材関連事業者登録の推進

一般社団法人全国木材組合連合会
会長 鈴木 和雄

４０

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
「クリーンウッド」普及促進事業のうち
協議会による普及啓発活動

一般社団法人全国木材組合連合会
会長 鈴木 和雄

課題提案書提出者

国立研究開発法人 森林研究･整備機構
理事長 沢田 治雄

４１ 森林技術国際展開支援事業

４２

国際林業協力事業のうち
途上国森林再生技術普及事業

公益財団法人 国際緑化推進センター
理事長 佐々木 惠彦

４３ 国際林業協力事業のうち
途上国森林ナレッジ活用促進事業

４４

４５

公益財団法人 国際緑化推進センター
理事長 佐々木 惠彦

林業イノベーション推進総合対策のうち
ICT生産管理推進対策のうち
レーザ計測による森林資源データの解析・管理の標準化事業

【代表提案者】
一般社団法人日本森林技術協会
理事長 福田 隆政
【共同提案者】
一般社団法人日本林野測量協会
会長 瀬川 信也

【代表提案者】
一般社団法人日本森林技術協会
理事長 福田 隆政

林業イノベーション推進総合対策のうち
ICT生産管理推進対策のうち
ICT生産管理システムの標準化事業

【共同提案者】
住友林業株式会社
資源環境事業本部
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いしかわスマート林業推進協議会
会長 森本 茂

スマート林業タスクフォースNAGANO
会長 加藤 正人

原木安定供給に向けた木材生産・流通協議会
取りまとめ担当 愛知県知事 大村 秀章

やまぐちスマート林業実践対策地域協議会
会長 垣村 幸美

球磨中央地区林業活性化協議会
会長 人吉市長 松岡 隼人

４６

いわき市持続可能な森林・林業推進会議
理事長 田子 英司

林業イノベーション推進総合対策のうち
革新的林業実践対策のうち
スマート林業実践対策

紀中地域林業躍進プロジェクト推進協議会
会長 印南町長 日裏 勝己

愛媛県林材業振興会議
会長 高山 康人

宮崎県合法木材流通促進協議会
代表理事会長 長友 幹雄

スマート林業EZOモデル構築協議会
会長 澁谷 正人

西川地域スマート林業協議会
会長 大河原 章吉

とうきょう次世代林業推進協議会
会長 三谷 清
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４７ 花粉発生源対策推進事業のうち
総合的な花粉発生源対策の強化及び普及

一般社団法人 全国林業改良普及協会
会長 西場 信行

宮崎県森林組合連合会
代表理事会長 長友 幹雄

大分県森林組合連合会
代表理事会長 井上 明夫

４８

花粉発生源対策推進事業のうち
花粉症対策苗木への植替促進

兵庫県森林組合連合会
代表理事会長 石堂 則本

和歌山県森林組合連合会
代表理事 眞砂 佳明

佐賀県森林組合連合会
代表理事会長 福島

光洋

４９ 花粉発生源対策推進事業のうち
花粉症対策品種の円滑な生産支援

国立研究開発法人 森林研究・整備機構
理事長 沢田 治雄

５０ 花粉発生源対策推進事業のうち
スギ花粉飛散防止剤の実用化試験

国立研究開発法人 森林研究・整備機構
理事長 沢田 治雄

５１ 花粉発生源対策推進事業のうち
スギ・ヒノキ雄花の着花量調査の推進

一般社団法人 全国林業改良普及協会
会長 西場 信行

５２

世界遺産の森林生態系保全対策事業のうち
森林生態系保全のための技術開発・科学的知見の収集のうち
小笠原諸島における在来樹木による森林の修復手法の開発

一般社団法人 日本森林技術協会
理事長 福田 隆政

５３

世界遺産の森林生態系保全対策事業のうち
森林生態系保全のための技術開発・科学的知見の収集のうち
世界自然遺産推薦地「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び
西表島」における森林生態系の保全に配慮した管理手法の検討

株式会社 プレック研究所
代表取締役社長 杉尾 大地

【代表提案者】
公益社団法人 国土緑化推進機構
理事長 佐々木 毅

５４ 新たな森林空間利用創出対策のうち
「森林サービス産業」創出・推進に向けた活動支援事業

【共同提案者】
株式会社 さとゆめ
代表取締役社長 嶋田

俊平

公益社団法人 国土緑化推進機構
理事長 佐々木 毅

５５ 新たな森林空間利用創出対策のうち
全国規模の緑化運動の促進

美しい森林づくり全国推進会議事務局
事務局長 宮林 茂幸

公益社団法人 国土緑化推進機構
理事長 佐々木 毅

５６

林業イノベーション推進総合対策のうち
先進的造林技術推進事業のうち
造林分野への異分野の技術等の導入促進

株式会社Spero
代表取締役社長
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【代表提案者】
ブルーイノベーション株式会社
代表取締役社長 熊田 貴之

５７

林業イノベーション推進総合対策のうち
先進的造林技術推進事業のうち
低コスト造林モデル普及促進

５８

林業イノベーション推進総合対策のうち
早生樹等優良種苗生産推進対策のうち
苗木生産技術の向上等事業

全国山林種苗協同組合連合会
会長 岸 紘治

林業イノベーション推進総合対策のうち
早生樹等優良種苗生産推進対策のうち
エリートツリー等の原種増産技術の開発事業
（１）スギの増殖技術の高度化と実用化

国立研究開発法人 森林研究・整備機構
理事長 沢田 治雄

【共同提案者】
一般社団法人日本UAS産業振興協議会
理事長 鈴木 真二
一般社団法人 日本森林技術協会
理事長 福田 隆政

国立研究開発法人 森林研究・整備機構
理事長 沢田 治雄

（２）カラマツの増殖効率の改善

【代表提案者】
国立研究開発法人 森林研究・整備機構
理事長 沢田 治雄

５９

【共同提案者】
国立大学法人 北海道大学 大学院農学研究院
農学研究院長 西邑 隆徳

（３）早生樹の増殖技術の高度化と実用化

国立研究開発法人 森林研究・整備機構
理事長 沢田 治雄

国立研究開発法人 森林研究・整備機構
理事長 沢田 治雄
（４）無花粉スギの生産・増殖効率の改善
国立研究開発法人 森林研究・整備機構
理事長 沢田 治雄

６０

住友林業株式会社
資源環境事業本部

林業イノベーション推進総合対策のうち
早生樹等優良種苗生産推進対策のうち
採種園等の造成・改良等モデル的な取組

山林部長

ハイトカルチャ株式会社
取締役社長 西 忍

６１

森林病害虫等被害対策事業のうち
森林病害虫等被害対策強化・促進事業のうち
ドローンによる被害木の探査

一般社団法人 日本松保護士会
代表理事 岩瀬 森の助

６２

森林病害虫等被害対策事業のうち
森林病害虫等被害対策強化・促進事業のうち
ドローンによるきめ細かな薬剤散布の実証

一般財団法人日本緑化センター
会長 矢嶋 進

６３

「緑の人づくり」総合支援対策のうち
森林・林業新規就業支援対策のうち
多様な担い手育成事業

全国林業研究グループ連絡協議会
会長 齋藤 正
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株式会社 筑水キャニコム
代表取締役社長 包行 良光

【代表提案者】
国立研究開発法人森林研究･整備機構
理事長 沢田 治雄
【共同提案者】
株式会社フォテク
代表取締役 小玉 哲大

【代表提案者】
株式会社サナース
代表取締役社長 海老原 豊
【共同提案者】
福島県木材協同組合連合会
会長 鈴木 裕一

６４ 林業イノベーション推進総合対策のうち
省力化機械開発推進対策及び新素材による新産業創出対策

イワフジ工業株式会社
代表取締役社長 川崎 智資

株式会社 BREAKTHROUGH
代表取締役 北原 健太郎

株式会社 諸岡
代表取締役CEO

諸岡 正美

【代表提案者】
玄々化学工業株式会社
代表取締役 宮田 修平
【共同提案者】
国立研究開発法人森林研究･整備機構
理事長 沢田 治雄
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