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1
「新しい林業」に向けた林業経営育成対策のうち
 経営モデル実証事業

⼀般社団法⼈林業機械化協会
 会⻑ 島⽥ 泰助

2
森林・林業担い⼿育成総合対策のうち
 森林・林業担い⼿育成対策のうち
  「緑の雇⽤」担い⼿確保⽀援事業

全国森林組合連合会
 代表理事会⻑ 中崎 和久

3
森林・林業担い⼿育成総合対策のうち
 森林・林業担い⼿育成対策のうち
  森林プランナー育成対策

全国森林組合連合会
 代表理事会⻑ 中崎 和久

4
森林・林業担い⼿育成総合対策のうち
 森林・林業担い⼿育成対策のうち
  技能評価推進対策

⼀般社団法⼈林業技能向上センター
 代表理事理事⻑ 中崎 和久

5
森林・林業担い⼿育成総合対策のうち
 林業労働安全強化対策のうち
  林業労働安全活動促進事業

全国素材⽣産業協同組合連合会
 会⻑ ⽇髙 勝三郎

6

森林・林業担い⼿育成総合対策のうち
 林業労働安全強化対策のうち
  林業労働災害撲滅研修事業のうち
   林業労働災害撲滅研修事業

【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
 所⻑ ⾶⽥ 京⼦
フォレストバリュー株式会社
 代表取締役 前⽥ 多恵⼦

7

森林・林業担い⼿育成総合対策のうち
 林業労働安全強化対策のうち
  林業労働災害撲滅研修事業のうち
   労働安全確保マニュアル作成事業

⼀般社団法⼈全国林業改良普及協会
 会⻑ ⻄場 信⾏

8
森林・林業担い⼿育成総合対策のうち
 林業労働安全強化対策のうち
  林業・⽊材産業全国作業安全運動促進事業

⼀般社団法⼈林業機械化協会
 会⻑ 島⽥ 泰助

⽇本特⽤林産振興会
 会⻑ ⼩渕 優⼦

株式会社 GENODAS
 代表取締役 松尾 幸⼦

10
建築⽤⽊材供給・利⽤強化対策のうち
 森林を活かす都市の⽊造化等促進総合対策事業のうち
  都市における⽊材需要の拡⼤

⼀般社団法⼈全国⽊材組合連合会
 会⻑ 菅野 康則
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9
⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち
 国産特⽤林産物の国際競争⼒強化・⽣産性向上対策事業
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事業名（公募単位） 補助⾦交付候補者

12
建築⽤⽊材供給・利⽤強化対策のうち
 森林を活かす都市の⽊造化等促進総合対策事業のうち
  顔の⾒える⽊材供給体制構築事業

【代表提案者】
⼀般社団法⼈全国⽊材組合連合会
 会⻑ 菅野 康則
【共同提案者】
⼀般財団法⼈ ⽇本⽊材総合情報センター
 理事⻑ 篠⽥ 幸昌
⼀般社団法⼈ 全⽇本⽊材市場連盟
 会⻑ 守屋 ⻑光

13

建築⽤⽊材供給・利⽤強化対策のうち
 森林を活かす都市の⽊造化等促進総合対策事業のうち
  強度⼜は耐⽕性に優れた建築⽤⽊材の製造に係る技術開発・
  普及

【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
 理事⻑ 古久保 英嗣

14

建築⽤⽊材供給・利⽤強化対策のうち
 森林を活かす都市の⽊造化等促進総合対策事業のうち
  ⽊材加⼯流通体制強化⽀援事業のうち
   作業安全強化促進⽀援事業

⼀般社団法⼈全国⽊材組合連合会
 会⻑ 菅野 康則

15

建築⽤⽊材供給・利⽤強化対策のうち
 ＣＬＴ・ＬＶＬ等の建築物への利⽤環境整備事業のうち
  ＣＬＴ・ＬＶＬ等を活⽤した建築物の低コスト化の推進のうち
   ＣＬＴ・ＬＶＬ等の建築物への普及・拡⼤のうち
    ＣＬＴを活⽤した先駆的な建築物の建設等⽀援

【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
 理事⻑ 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 ⼭崎 渉
【共同提案者】
特定⾮営利活動法⼈ team Timberize
 理事⻑ 安井 昇

公益財団法⼈⽇本住宅・⽊材技術センター
 理事⻑ 古久保 英嗣

株式会社⽇経ビーピー
 代表取締役社⻑ 吉⽥ 直⼈

⼀般社団法⼈⽇本ＣＬＴ協会
 代表理事 中島 浩⼀郎

イントラスト株式会社
 代表取締役 丸⼭ 美都⾥

⼀般社団法⼈中⼤規模⽊造プレカット技術協会
 代表理事 稲⼭ 正弘

16

建築⽤⽊材供給・利⽤強化対策のうち
 ＣＬＴ・ＬＶＬ等の建築物への利⽤環境整備事業のうち
  ＣＬＴ・ＬＶＬ等を活⽤した建築物の低コスト化の推進のうち
   ＣＬＴ・ＬＶＬ等の建築物への普及・拡⼤のうち
    ＣＬＴ建築物等の設計者等育成
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【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 ⼭崎 渉
【共同提案者】
京都⼤学 ⽣存圏研究所
 ⽣存圏研究所⻑ ⼭本 衛

公益財団法⼈⽇本住宅・⽊材技術センター
 理事⻑ 古久保 英嗣

⼀般社団法⼈全国⽊材組合連合会
 会⻑ 菅野 康則

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

⼀般社団法⼈⽇本ＣＬＴ協会
 代表理事 中島 浩⼀郎

⽊構造振興株式会社
 代表取締役 ⼭⽥ 壽夫

⽊構造振興株式会社
 代表取締役 ⼭⽥ 壽夫

公益財団法⼈⽇本住宅・⽊材技術センター
 理事⻑ 古久保 英嗣

⼀般社団法⼈ＪＢＮ・全国⼯務店協会
 会⻑ ⼤野 年司

【代表提案者】
国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構
 理事⻑ 浅野 透
【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
地⽅独⽴⾏政法⼈北海道⽴総合研究機構
 理事⻑ ⼩髙 咲
株式会社中央設計
 代表取締役 ⼾⽥ 淳⼆
公益社団法⼈⽇本⽊材加⼯技術協会
 会⻑ 信⽥ 聡

17

建築⽤⽊材供給・利⽤強化対策のうち
 ＣＬＴ・ＬＶＬ等の建築物への利⽤環境整備事業のうち
  ＣＬＴ・ＬＶＬ等を活⽤した建築物の低コスト化の推進のうち
   ＣＬＴ・ＬＶＬ等を活⽤した建築物の低コスト化・検証等
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18
【復興庁計上】
安全な⽊材製品等流通影響調査・検証事業

【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】
福島県⽊材協同組合連合会
 会⻑ 鈴⽊ 裕⼀

19
⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち
 ⾮住宅建築物等⽊材利⽤促進事業のうち
  ⽊の建築物の効果検証・発信

【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
 理事⻑ 古久保 英嗣

20

⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち
 ⾮住宅建築物等⽊材利⽤促進事業のうち
  地域における⾮住宅⽊造建築物整備推進のうち
   地域における取組促進

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
 ⾮住宅建築物等⽊材利⽤促進事業のうち
  地域における⾮住宅⽊造建築物整備推進のうち
   ⼯務店等⽀援体制の構築

公益財団法⼈ ⽇本住宅・⽊材技術センター
 理事⻑ 古久保 英嗣

22

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｣展開⽀援事業のうち
  「地域内エコシステム」モデル構築事業のうち
   実施計画策定⽀援

【代表提案者】
⼀般社団法⼈ ⽇本森林技術協会
 理事⻑ 福⽥ 隆政
【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

エフビットコミュニケーションズ株式会社
 代表取締役 𠮷本 幸男

株式会社⽇⽐⾕アメニス
 代表取締役 伊藤 幸男

24

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｣展開⽀援事業のうち
  「地域内エコシステム」モデル構築事業のうち
   「地域内エコシステム」技術開発等⽀援事業及び
  「地域内エコシステム」リビングラボ事業

⼀般社団法⼈⽇本⽊質バイオマスエネルギー協会
 会⻑ 酒井 秀夫

25
⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち
 ⽊材製品輸出拡⼤実⾏戦略推進事業のうち
  ⽊材製品輸出産地育成

⼀般社団法⼈⽇本⽊材輸出振興協会
 会⻑ ⼭⽥ 壽夫

26
⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち
 ⽊材製品輸出拡⼤実⾏戦略推進事業のうち
  ⽇本式⽊造建築物等技術者育成

⼀般社団法⼈⽇本⽊材輸出振興協会
 会⻑ ⼭⽥ 壽夫

27
⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち
 ⽊材製品輸出拡⼤実⾏戦略推進事業のうち
  企業連携型⽊材製品輸出促進

⼀般社団法⼈⽇本⽊材輸出振興協会
 会⻑ ⼭⽥ 壽夫

23

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｣展開⽀援事業のうち
  「地域内エコシステム」モデル構築事業のうち
   「地域内エコシステム」技術開発・実証事業
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28

⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち
 「クリーンウッド」実施⽀援事業のうち
  合法性確認の能⼒強化のうち
   事業者による合法性確認能⼒強化、消費者等への普及啓発

⼀般社団法⼈全国⽊材組合連合会
 会⻑ 菅野 康則

29

⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち
 「クリーンウッド」実施⽀援事業のうち
  合法性確認の能⼒強化のうち
   業種・品⽬別の合法性確認⼿引き作成

⼀般社団法⼈全国⽊材組合連合会
 会⻑ 菅野 康則

⼀般社団法⼈⽇本ウッドデザイン協会
  代表理事 岩曽 聡

楽天グループ株式会社
 代表取締役会⻑兼社⻑ 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
 理事⻑ 遠藤 ⽇雄

NPO法⼈⽊育・⽊づかいネット
 理事⻑ 浅⽥ 茂裕

特定⾮営利活動法⼈芸術と遊び創造協会
 理事⻑ 多⽥ 千尋

31 森林技術国際展開⽀援事業
国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構
 理事⻑ 浅野 透

32
国際林業協⼒事業のうち
 途上国森林づくり活動貢献可視化事業

公益財団法⼈国際緑化推進センター
 理事⻑ 沢⽥ 治雄

33
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

公益財団法⼈国際緑化推進センター
 理事⻑ 沢⽥ 治雄

34
花粉発⽣源対策推進事業のうち
 効果的な花粉発⽣源対策の実施に向けた調査及び普及

【代表提案者】
⼀般社団法⼈ 全国林業改良普及協会
 会⻑ ⻄場 信⾏
【共同提案者】
国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構
 理事⻑ 浅野 透

30
カーボンニュートラル実現に向けた国⺠運動展開対策のうち
 「⽊づかい運動」の促進
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宮崎県森林組合連合会
 代表理事会⻑ ⻑友 幹雄

⼤分県森林組合連合会
 代表理事会⻑ 井上 明夫

和歌⼭県森林組合連合会
 代表理事 眞砂 佳明

⼀般社団法⼈ 岡⼭県⽊材組合連合会
 会⻑ ⽥中 信⾏

36
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
 理事⻑ 浅野 透

37
花粉発⽣源対策推進事業のうち
 花粉⾶散防⽌剤早期実⽤化促進

学校法⼈東京農業⼤学
 理事⻑ ⼤澤 貫寿

38
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
 会⻑ ⻄場 信⾏

39
世界遺産の森林⽣態系保全対策事業のうち
 「⼩笠原諸島」における森林⽣態系保全のための技術開発

⼀般社団法⼈ ⽇本森林技術協会
 理事⻑ 福⽥ 隆政

40
世界遺産の森林⽣態系保全対策事業のうち
 「奄美⼤島、徳之島、沖縄島北部及び⻄表島」における森林⽣態
系保全のための技術開発

株式会社 プレック研究所
 代表取締役社⻑ 杉尾 ⼤地

41
カーボンニュートラル実現に向けた国⺠運動展開対策のうち
 国⺠参加の植樹等の推進のうち
  国⺠参加による植樹等の推進対策

【代表提案者】
公益社団法⼈ 国⼟緑化推進機構
 理事⻑ 濱⽥ 純⼀
【共同提案者】
特定⾮営利活動法⼈ 森づくりフォーラム
 代表理事 内⼭ 節

公益社団法⼈ 国⼟緑化推進機構
 理事⻑ 濱⽥ 純⼀

公益社団法⼈ 国⼟緑化推進機構
 理事⻑ 濱⽥ 純⼀

公益社団法⼈ 国⼟緑化推進機構
 理事⻑ 濱⽥ 純⼀

43
林業・⽊材産業循環成⻑対策のうち
 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
  会⻑ ⼤森 茂男

42
カーボンニュートラル実現に向けた国⺠運動展開対策のうち
 国⺠参加の植樹等の推進のうち
  全国規模の緑化運動の促進

35
花粉発⽣源対策推進事業のうち
 花粉症対策苗⽊等への植替促進



事業
番号

事業名（公募単位） 補助⾦交付候補者

44
森林・林業担い⼿育成総合対策のうち
 森林・林業担い⼿育成対策のうち
  未来の林業を⽀える林業後継者養成事業

全国林業研究グループ連絡協議会
 会⻑ 齋藤 正

【代表提案者】
国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構
 理事⻑ 浅野 透
【共同提案者】
愛知県森林・林業技術センター
 所⻑ 平松 治⽣

国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構
 理事⻑ 浅野 透

46
林業・⽊材産業循環成⻑対策のうち
 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

住友林業株式会社
 資源環境事業本部森林資源部⻑ ⻄村 千

【代表提案者】
株式会社 諸岡
 代表取締役CEO 諸岡 正美
【共同提案者】
パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社
 代表取締役社⻑ ⽔野 勇介
国⽴研究開発法⼈ 森林研究・整備機構
 理事⻑ 浅野 透
国⽴⼤学法⼈ 東京農⼯⼤学
 学⻑ 千葉 ⼀裕
株式会社 国際電気通信基礎技術研究所
 代表取締役社⻑ 浅⾒ 徹

【代表提案者】
国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構
 理事⻑ 浅野 透
【共同提案者】
チヨダ⼯業株式会社
 代表取締役 早瀬 ⼀明

【代表提案者】
イワフジ⼯業株式会社
 代表取締役社⻑ 川崎 智資
【共同提案者】
中井林業
 中井 稔

45
林業・⽊材産業循環成⻑対策のうち
 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

47
林業デジタル・イノベーション総合対策のうち
 戦略的技術開発・実証事業



事業
番号

事業名（公募単位） 補助⾦交付候補者

スマート林業EZOモデル構築協議会
 会⻑ 澁⾕ 正⼈

静岡県東部地域デジタル林業推進コンソーシアム
 会⻑ 中⾕ 多加⼆

⿃取県デジタル林業コンソーシアム
 会⻑ 嶋沢 和幸

49
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技術調査事業のうち
  抵抗性マツで造成された海岸防災林等の松くい⾍被害対策調査

⼀般財団法⼈⽇本緑化センター
 会⻑ 加來 正年

50
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技術調査事業のうち
  ナラ枯れ被害対策実態調査

⼀般社団法⼈⽇本森林技術協会
 理事⻑ 福⽥ 隆政

48
林業デジタル・イノベーション総合対策のうち
 デジタル林業戦略拠点構築推進事業


