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国 土 交 通 省 
総合政策局建設業課 
（財）建設業振興基金 

(財）建設経済研究所 

 

「地域における中小・中堅建設業の新分野進出/経営統合等促進モデル構築支援

事業」の選定結果について 

 

 

１．公募期間 

平成１７年６月９日（木）～平成１７年７月２０日（水） 

 

２．応募状況 

  公募期間内に９６件の応募がありました。なお、地域別・事業テーマ別の

応募状況は以下の通りです。 

 

①地域別の応募状況 ②事業テーマ別の応募状況

ブロック 件数 事業テーマ 件数

北海道 9 環境（リサイクル等）分野 20
東　北 9 福祉・介護分野 7
関　東 20 農業分野 9
北　陸 14 リフォーム・リニューアル分野 2
中　部 5 新技術・新工法の開発・普及 14
近  畿 9 新製品・新商品の開発・販売 4
中　国 7 新サービスの開発・提供 11
四　国 4 ＩＴ等による業務展開・業務効率化 6
九　州 15 地域活性化・コミュニティビジネス 2
沖　縄 4 海外進出 2
合　計 96 経営統合等 19

合計 96

 
３．審査の方法 

  初期審査（書類審査）、専門家を交えての事前審査の後、｢審査・選定委員

会｣における検討を加え、最終的にモデル事業を決定しました。 

なお、審査にあたっては、公募要領記載の｢審査の観点｣を踏まえつつ、下記

の５点について特に留意して実施しています。 



・事業の目的に合致し、実効性が高いこと 

・独創的、先進的な取組みであること 

・地域性を有していること 

・企業間の連携あるいは新分野進出の視点を有していること 

・事業効果の波及性が期待できること 

 

４．選定結果 
  審査の結果、応募９６件のうち６１件をモデル事業として選定しました。

なお、地域別・事業テーマ別の選定状況は以下の通りです。また、選定事業

の概要については、別紙をご参照ください。 
 

②事業テーマ別の選定状況

ブロック 件数 事業テーマ 件数

北海道 6 環境（リサイクル等）分野 14
東　北 5 福祉・介護分野 4
関　東 14 農業分野 4
北　陸 10 リフォーム・リニューアル分野 1
中　部 5 新技術・新工法の開発・普及 10
近  畿 4 新製品・新商品の開発・販売 4
中　国 5 新サービスの開発・提供 5
四　国 3 ＩＴ等による業務展開・業務効率化 0
九　州 6 地域活性化・コミニュティビジネス 1
沖　縄 3 海外進出 1
合　計 61 経営統合等 17

合計 61

①地域別の選定状況

 

５．本件に関する問い合わせ先 
（財）建設業振興基金 構造改善センター  

電話：０３－５４７３－４５７２（担当：畑田、長谷川、由井） 
（財）建設経済研究所 
電話：０３－３４３３－５２４０（担当：渡邊、野渡） 

以  上 



１．新分野進出【(財)建設業振興基金】

事業者名 ブロック 所在地 事業テーマ

1 グリーンテックス・グループ 北海道 北海道
２層アライアンスによる「マイグリーンライフ」創出ビジネスの戦略展開

2 株式会社北土緑化 北海道 北海道
生態系を重視したマングローブ式魚巣護岸の研究開発

3 タイヨウ・グループ 北海道 北海道
経営リソースと水・土リサイクル技術で創る「大地開拓プログラム」

4 株式会社只石組 北海道 北海道
断熱コンクリートの建築設計と施工技術を土木コンクリート構造物へ応用するための可能性調査

5 北成建設株式会社 北海道 北海道
野菜の生産を中心とした加工食品の開発、流通などの総合的な農業事業

6 東弘電機株式会社 東北 青森県
自社の特許技術を活用した長期熟成酒の製造と販売

7 小田島建設株式会社 東北 岩手県
循環型社会形成に資するプラスチックリサイクル製品の開発及び販売戦略構築

8 株式会社加藤建設 東北 秋田県
大型風力発電所建設のための風況調査

9 奥田商事運輸有限会社 関東 栃木県
木質燃料ペレットの製造・販売とペレットボイラー、ストーブの販売

10 株式会社東亜興業 関東 埼玉県
廃合板剤類に含まれる塗料・接着剤・金属類・土壌等をアルカリ液にて洗滌してパルプ用原材料
としてリサイクルする技術の開発

11 真下建設株式会社 関東 埼玉県
高齢者介護サービス事業の事業化検証事業

12 島田建設株式会社 関東 千葉県
園芸療法を活用したデイサービス業への進出のための調査事業

13 株式会社松下産業 関東 東京都
オンラインによる資産活用のセカンドオピニオンサービス　「松下産業アセット・コンシェルジェ」
企画開発事業

14 徳力建設工業株式会社 関東 東京都
中小建設工事のための地球温暖化対策情報提供ビジネスの構築

15 株式会社北斗金属工業 関東 東京都
全面シート防水を用いた大深度地下構造物等への応用

16 瀬戸建設株式会社 関東 神奈川県
老人介護付共同住宅（在宅支援ハウス）の総合企画及び建設

17 株式会社チャフローズコーポレーション 関東 神奈川県
木質廃材を原料とした内装建材の開発・性能評価・市場調査

18 株式会社相模組 関東 長野県
住宅・リフォームの顧客拡大を意図した情報発信機能を併設したコインランドリー経営への参入
事業

19 大高建設株式会社 北陸 富山県
地方のＳＣの再開発と医師の新開業支援

20 株式会社ユニテ 北陸 富山県
地域密着型住宅修繕フランチャイズチェーンの構築

21 加州建設株式会社 北陸 石川県
バイオの力で下水汚泥処理をするリサイクル事業

22 株式会社大西組 北陸 石川県
水素ガス発生装置を応用した産業廃棄物処理技術に関する調査研究

23 株式会社アセットクリエーション 北陸 新潟県
介護施設の自社運営、運営・経営委託方式による介護事業への進出

24 有限会社丸庄建材 北陸 新潟県
交通空白域における住民輸送サービス事業のビジネスモデル確立

25 株式会社日本建機 北陸 新潟県
県産間伐材を利用した建設現場バリケードの設計・製作・販売

26 内藤建設株式会社 中部 岐阜県
簡易土壌診断技術の開発

27 株式会社谷津建設 中部 静岡県
環境配慮型・災害防止用自由型水路の開発と事業化の研究

28 株式会社井出組 中部 静岡県
シニア(業界内を中心とした)によるシニアのためのサービス事業の提供

29 有限会社五常相建 中部 愛知県
地域循環型リサイクル有機農業

30 協栄建設株式会社 近畿 京都府
建設発生土の有効利用、促進及び様々な土壌改良に対応可能なシステムの開発

31 カミタ総合設備株式会社 近畿 大阪府
異業種との連携による「地震発生時の建物倒壊回避と安全スペース確保」に関する新製品開発
及びその販売網構築

32 堀建設株式会社 中国 島根県
木質系建設廃材による小規模熱発電の事業化

33 株式会社アイム・トエンティファースト 中国 岡山県
サブリース（1戸建て住宅の借り上げ）制度と高耐久、低価格な住宅供給を目的としたツーバイ
フォー輸入建材による建売規格住宅（スペックハウス）を複合した企業間連携事業

34 平和建設株式会社 中国 広島県
中小企業クラスターによる食品リサイクル循環型システムの事業化調査

35 廿日市市休耕田管理支援協会 中国 広島県
ヘアリーベッチを用いた雑草制御による休耕田管理ビジネス

36 山陽チップ工業株式会社 中国 山口県
自社製造のバーク堆肥を活用した生ゴミ（野菜くずなど）の堆肥化に関する調査

37 池田建設工業株式会社 四国 香川県
浚渫工事から浚渫泥土の固化改良処理（管路ミキサー）そして有効利用の一貫施工体制の確立

38 株式会社相愛 四国 高知県
全方向に運動できる転倒予防歩行訓練機の事業化に向けた産官学の連携による共同開発

39 大野建設株式会社 九州 福岡県
中国における日本的「和風」のデザイン・設計・インテリア（家具・内外装全般）・日本古来の建築
技術・建築資材の普及

40 野坂建設株式会社 九州 福岡県
収集している建築廃材や刈草・樹木等の再資源化　～バイオマス発電所用の固形燃料及び
土壌改良材「ゆめ育土」の製造～

41 道路サービス株式会社 九州 大分県
藻場やさんご礁の代わりとなる稚魚育成魚礁の開発と事業化

42 株式会社峰山建設 九州 鹿児島県
胡麻の生産と胡麻を原料にした高付加価値製品の開発・製造・販売

43 株式会社基土木 沖縄 沖縄県
リサイクル資材を活用したコンクリート補修材の開発

44 ダイエット食品事業化研究グループ 沖縄 沖縄県
ダイエット食品の製品化及び販売システムの構築

　「地域における中小・中堅建設業の新分野進出／経営統合等促進モデル構築支援事業」　選定事業の概要

別　紙



２．経営統合等【(財)建設経済研究所】

事業者名 ブロック 所在地 事業テーマ

45 手稲まちのくらしサポートセンター 北海道 北海道
社会性のあるネットワーク体制による家内安全・地域安全サービス（防災や防犯に関する
リフォームを含む諸サービス提供事業）の調査・開発

46
株式会社南会西部建設コーポレーショ
ン

東北 福島県
経営統合（合併）による営業力強化

47
ＦＲＳ（有限責任事業組合フォレスト・リ
ジョン・シグナル）

東北 福島県
ＬＬＰを活用した地元中小建設業者・林野事業者等の経営統合

48 株式会社万建設興業 関東 栃木県
自然エネルギー利用の体験学習広場を設立し運営するための異業種連携のＬＬＰによる組織化

49 都中建　企業連携研究会 関東 東京都
東京都内・都下の中小企業建設業者１５４社による連携・統合マッチングシステム企画開発事業

50 株式会社高戸工務店 関東 神奈川県
駐在所型工務店のボランタリーチェーン構築のための調査研究

51 株式会社みずほ 関東 長野県
企業合併と新分野進出（コインランドリー店舗の運営）並びに工場生産住宅の基礎（パセオ
エースⅡ）の生産・販売・施工

52 技ネット株式会社 北陸 富山県
官庁工事中心の地元建設業者へ民間中規模ビルリフォームを受注するためのノウハウ提供
事業の展開

53 創和ジャステック建設株式会社 北陸 新潟県
協業組合の設立と株式会社への組織変更

54 新潟セルテック建設協業組合 北陸 新潟県
協業組合設立による新分野(降雪地域における福祉・在宅介護型住宅事業)への進出

55 協業組合H・C建設 中部 岐阜県
同一村内の企業による協業組合設立と経営革新への取組み

56 専門工事建設技能者派遣研究会 近畿 大阪府
賃金確保・待遇改善を実現する建設技能者派遣サービス構築事業

57 泉州電気工事工業協同組合 近畿 大阪府
協同組合における企業連携強化と受注・施工力の向上への取組み

58
特定非営利活動法人　四国地域づくり
孫の手クラブ

四国 徳島県
～ユニバーサルデザインによる製品、建築物、環境開発に向けて～　インターネット目安箱
「孫の手システム」企画開発事業

59 株式会社森野組・株式会社進興土木 九州 熊本県
経営統合（合併）による地域補完に向けた経営基盤強化

60 ニューテクノファースト株式会社 九州 大分県
グループ企業の再編成による事業承継とその効率化のためのシステム構築

61 沖縄県優良住宅建設企業連合 沖縄 沖縄県
経済的なクオリティハウス建設システムの構築及び提供

　「地域における中小・中堅建設業の新分野進出／経営統合等促進モデル構築支援事業」　選定事業の概要
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