
平成１９年９月１１日

国土交通省総合政策局

建設市場整備課／建設産業振興室

（財）建設業振興基金

建設業の新分野進出／技能承継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１９年６月２１日（木）～平成１９年８月１日（水）

２．新分野進出モデル

①応募状況

公募期間内に１５８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。

＊事業テーマの区分は、審査事務局の判断により分類しています。

(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 １８ 農林水産関連 １８

東 北 ２３ 高齢化社会関連 ６

関 東 ３３ 環境・リサイクル関連 ３２

北 陸 １３ パブリックビジネス関連 １３

中 部 １１ 地域活性化関連 １２

近 畿 １５ 新製品・新工法の開発・販売 ４６

中 国 １９ サービス・ノウハウの開発・提供 ２２

四 国 １１ 海外関連 ９

九 州 １４ 合 計 １５８

沖 縄 １

合 計 １５８

②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、専門家等からなる「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、募集要領記載の「＜審査の観点＞」を踏まえつつ、以下の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

・地域の経済・社会の活性化に資すること

・企業連携や専門家の活用など、計画を確実に実行できる実施体制が整備されていること

・事業の効果の波及性が期待できること



③選定結果

審査の結果、応募１５８件のうち、９８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。

(1)地域別の選定状況 (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 １１ 農林水産関連 １２

東 北 １９ 高齢化社会関連 ３

関 東 １９ 環境・リサイクル関連 ２７

北 陸 ９ パブリックビジネス関連 １０

中 部 ７ 地域活性化関連 ８

近 畿 ９ 新製品・新工法の開発・販売 ２５

中 国 １２ サービス・ノウハウの開発・提供 ９

四 国 ４ 海外関連 ４

九 州 ７ 合 計 ９８

沖 縄 １

合 計 ９８

④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（新分野進出モデル担当：長谷川、由井）

３．技能承継モデル

①応募状況

公募期間内に１７件の応募がありました。なお、地域別・技能の分野(職種)別の応募状況は

以下の通りです。

＊技能の分野(職種)別の区分は、審査事務局の判断により分類しています。

(1)地域別の応募状況 (2)技能の分野(職種)別の応募状況

ブロック 件 数 技能の分野(職種) 件 数

北 海 道 ０ 土 木 ６

東 北 １ 建 築 １

関 東 ６ 大 工 １

北 陸 １ 大工・左官・石工事 １

中 部 ４ 左 官 １

近 畿 ２ 外壁仕上 １

中 国 ２ 電 気 ２

四 国 ０ 鉄 筋 １

九 州 １ 板 金 １

沖 縄 ０ 造 園 ２

合 計 １７ 合 計 １７



②審査の方法

（ ）、 、 「 」事前審査 書類審査等 専門家を交えての一次審査の後 専門家等からなる 審査委員会

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、募集要項記載の「＜審査の観点＞」を踏まえつつ、以下の６点に

ついて特に留意して実施しています。

・新規性があり、建設技能承継の取組を促進するモデルとなることが期待できること

・建設技能労働者が不足傾向となっている職種や技能承継問題が顕著な職種に関する取組で

あって、その解消に資するものであること

・他の事業者への応用性が高く、波及効果が見込めること

・若年技能労働者の確保・育成や、熟練技能者ＯＢの活用に資するものであること

・事業者の経営状態に問題がなく、計画を確実に実行できる体制が整備されていること

・実施スケジュールが明示され、モデル事業終了後も自助努力により継続的に行われる見込

みがあること

③選定結果

審査の結果、以下の５件をモデル事業として選定しました。

事業者名（幹事企業） 所在地 概 要

１ 伝統建築研究会 岩手県 歴史的建造物の解体・移築・活用を通じた在来木造工法（大工

（中亀建設（株 ） ・左官・石工）の技能承継）

２ 社団法人 東京都 若手技能者の技能習熟の短縮化を目指した左官工法の映像化と

日本左官業組合連合会 教育プログラムの作成

３ 社団法人 東京都 造園技術、技能の継承に関する研修プログラムと映像を含む指

日本造園建設業協会 導マニュアルの作成

４ 社団法人 岐阜県 災害時の緊急工事、応急復旧工事における技能承継

岐阜県建設業協会

５ 職業訓練法人 静岡県 鉄筋組立作業の映像と実物ミニモデルを用いた教材開発と活用

全国建設産業教育訓練協会 プログラムの構築

（順不同）

④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（技能承継モデル担当：南塚、柳田）



    「建設業の新分野進出モデル構築支援事業」選定事業の概要（９８件）

No. 事業者 ブロック 所在地 分野 事業テーマ

1 富士工業（株） 北海道 北海道 農林水産 青唐辛子等の野菜の生産・販売及び健康食品の開発

2 グリーンテックス（株） 北海道 北海道 農林水産
-２５℃に耐え、連作に強い「道産・彦一にんにく」の栽培・収穫・販売事
業

3
（株）北海道グリーンメンテナン
ス

北海道 北海道 高齢化 地域密着型の高齢者生活支援サービス事業

4 （株）北海道アトリウム 北海道 北海道 環境 農地に自然の滋味をもたらす植物エコロジー分野の開拓

5 （有）更別企業 北海道 北海道 環境
新たなＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）の原料につながる菜の花栽培事業
への進出

6 ニチゴ産業（株） 北海道 北海道 環境
てん菜農家が廃棄するライムケーキ（てん菜糖を製造する際に出る副産
物）を高熱処理し農地に循環する環境リサイクル事業

7 千歳市環境整備事業協同組合 北海道 北海道 パブリック 千歳市「都市公園・公共広場」指定管理者業務の継続受注

8 （株）渡邊技建 北海道 北海道 新製品
農業廃棄物利用の循環型ロードヒーティングの開発と事業化～都市と
農村の共生を目指して～

9 吉良土木（株） 北海道 北海道 新製品
炭の効果を取り入れたクリーンな住宅建築事業～土木から建築への進
出～

10 （株）大安工務店 北海道 北海道 海外 小規模な専門工事業者の海外（台湾）への進出

11 まるい建設（株） 北海道 北海道 海外
台湾における落石防止のための岩接着工法による現地試験施工及びＰ
Ｒ

12
津軽開発協同組合（幹事企業：
（株）竹内組）

東北 青森県 環境
木質ペレットの製造及び燃料としての普及～バイオマス燃料供給事業
者を目指す～

13 （株）国土社 東北 青森県 環境
ＦＲＰ（繊維強化プラスティック）漁船等より回収したガラス繊維とＰＰ（ポリ
プロピレン）繊維の複合化によるＦＲＴＰ（熱可塑性樹脂）の成形

14
エコ燃料研究会（幹事企業：
（株）西田組）

東北 青森県 環境
地域連携で廃食油等を原料としたＢＤＦ（バイオ・ディーゼル燃料）の利
活用

15
スポルト青い森グループ（幹事
企業：（株）鹿内組）

東北 青森県 パブリック
スポーツ合宿等の誘致に向けた施設の多目的改良整備及び営業展
開、並びにスポーツを介した三世代交流事業の展開

16 エイシー・ネット協同組合 東北 青森県 パブリック 指定管理者制度を活用した地方港湾の運営事業への参入

17 （株）下舘組 東北 青森県 新製品
硫黄固化体を利用したコンクリートの維持補修工法の確立及び藻場創
出材としての活用、二次製品の開発

18
塩の部屋「いやしんす」開発研
究グループ（幹事企業：鈴木建
設工業（株））

東北 青森県 新製品 塩の部屋「いやしんす」の販売事業の構築

19 青柳建設（株） 東北 岩手県 農林水産
地域の森林資源活用ネットワークによる人工ほだ場を使った原木しいた
け生産販売事業

20 （株）田中建設 東北 岩手県 農林水産 地域の特性を生かした山菜栽培など農業分野への進出

21 （株）小原建設 東北 岩手県 パブリック 公的サービス事業受託に向けた客観評価ツール及びＰＲツールの開発

22 （株）千葉匠建設 東北 岩手県 新製品 金型産業への進出による産学官連携「ものづくり」　「ひとづくり」

23 丸敏建設（株） 東北 宮城県 環境 循環型社会に対応した砂場の維持管理業務への進出

24
みやぎ未来バイオ合同会社（幹
事企業：（株）深松組）

東北 宮城県 地域
休耕田を再生利用した多収穫米の作付け及びエタノール精製による地
域活性化

25 奥田建設（株） 東北 宮城県 地域
地元生産農家等との連携による地域資源を活用した食品開発と地域活
性化

26 （株）茜谷商店金物部 東北 山形県 新製品 建設業の経験を生かした強風雪補強金具（ＳＡ工法）の開発・普及

27 （株）中村建設 東北 山形県 サービス
医療・福祉関係者等との連携によるドクター＆デザイナーのプラチナリ
フォーム事業の展開

28 佐久間建設工業（株） 東北 福島県 農林水産 付加価値の高い夏秋いちごの栽培事業

29 伸和建設（株） 東北 福島県 パブリック 指定管理者としての運営ノウハウや異業種連携を生かした新分野進出

30
ＮＰＯ　循環型社会推進セン
ター

東北 福島県 パブリック
指定管理者制度による福島県県営住宅（会津地区・いわき地区）の受託
及び運営・サービスの向上

31
エコ住宅事業推進共同体（幹事
企業：フジコーポレーション
（株））

関東 栃木県 環境
人と環境にやさしい都市型・小型風力発電によるエコ住宅建築事業の展
開

32 三品造園土木（株） 関東 栃木県 環境
造園工事・メンテナンスとの相乗効果が見込めるリサイクル事業への進
出

別紙



No. 事業者 ブロック 所在地 分野 事業テーマ

33 芳賀緑化協同組合 関東 栃木県 パブリック 造園業者同士の連携によるパブリックビジネス進出

34
あがつま農作業受託事業組合
（幹事企業：池原工業（株））

関東 群馬県 農林水産 中山間地における担い手不足の農業者から稲作農作業の受託事業

35 （株）加藤組 関東 群馬県 高齢化 デイサービスセンターに特化した介護事業への進出

36 小林工業（株） 関東 群馬県 環境 間伐材を活用したヒートアイランド対策として有効な保水性平板の開発

37 （株）技建エンジニアリング 関東 埼玉県 新製品 耐震シェルターによる地域における耐震化推進事業

38 （株）タナベ建設 関東 埼玉県 サービス
木造住宅に対する耐震診断・耐震補強工事による安心・安全住宅の提
供

39 （株）フォーエス 関東 東京都 新製品 天然亜麻を利用したエコ建材製造コストダウン事業

40 （株）エス・クリエイト 関東 東京都 新製品 小型水流発生装置フローフォームの導入及び日本向け商品開発・販売

41 （株）アドバンス 関東 東京都 新製品 ゲルマニウム健康マットの製造・販売事業

42 （株）エイムデザイン研究所 関東 東京都 新製品
抗酸化工法技術を活用した動物の飼育環境改善事業への進出及び動
物用健康機器の開発

43 （株）中川船舶 関東 東京都 サービス 屋形船ともんじゃ焼・地元資源を活かした名物サービス業の営業展開

44 羽黒工業（株） 関東 山梨県 環境 河川工事等の技術蓄積を活かした小水力発電建設工事の開発・事業化

45 （株）真陽建設 関東 長野県 農林水産 しばきり大豆を使ったおぼろ豆腐の製造・販売

46 協栄電気興業（株） 関東 長野県 環境
地球環境保全に関するバイオマス資源等の研究開発及びコンサルタン
ト事業

47 （有）畑中建設 関東 長野県 地域 冬季休耕地を活用した木曽馬の里かまくら観光事業

48 （株）フォレストコーポレーション 関東 長野県 サービス
クロスメディアを取り入れた販売促進手法の開発とマーケティングシステ
ムの提供

49 （有）佐久設備 関東 長野県 サービス
地域に信頼されるＬＬＰ（有限責任事業組合）による住宅リフォーム事業
のビジネスモデル構築

50 （株）品田電業社 北陸 新潟県 農林水産
農業分野進出及び農産物（サツマイモ）を活用した地域ブランド商品の
開発・販売

51 （株）岩村スレート 北陸 新潟県 農林水産
地域農業従事者との連携による農産品直売所の開設～小売業への進
出～

52
やまこしモロコ養殖組合（幹事
企業：吉原建設（株））

北陸 新潟県 地域 長岡山古志地区の特産魚としてのホンモロコの養殖事業の確立

53 （株）ナカムラ 北陸 新潟県 新製品 携帯トイレの開発と公共機関（危機管理や福祉行政等）との協働

54 小柳建設（株） 北陸 新潟県 サービス
「生涯学習を通じた真の心と身体の健康促進」をテーマに教育・健康産
業分野に進出

55 （株）マツケン 北陸 新潟県 サービス 地域食材を使用した弁当の開発と事業所ケータリング・宅配事業

56 富山県環境技術事業協同組合 北陸 富山県 環境
製紙スラッジ等と下水汚泥を混合焼成した軽量骨材による水質浄化及
びヒートアイランド対策技術の事業化

57 水上工業（株） 北陸 富山県 新製品 家と庭を総合的に提案するリフォーム＆ガーデニング事業

58 （株）田中建設 北陸 石川県 環境 産業廃棄物（廃石膏等）による石灰系固化材の開発

59 南城建設協同組合 中部 岐阜県 環境 地球環境を守る建設汚泥及び汚染土壌の無害化事業

60 （社）下呂建設業協会 中部 岐阜県 地域
間伐材を活用した水辺のビオトープ創出や水力発電など地域における
新事業創出

61 穂積建設（株） 中部 岐阜県 新製品 地元におけるミネラルウォーターの製造・販売

62 昭和造園土木（株） 中部 岐阜県 海外 海外における造園技術支援と日本樹木輸出事業

63 （株）松下組 中部 静岡県 地域
農業参入者への支援事業～市民農園の開設・障害者雇用の場の提供・
団塊世代の農業参入支援など～

64 （有）松和メンテナンス 中部 愛知県 新製品 廃ガラスを利用した新環境建材・セラミックタイルの実用化・商品化

65 （株）尾鍋組 中部 三重県 新製品 砕石だけを使う地盤改良技術の検証と実用化

66 （有）耕伸 近畿 滋賀県 新製品
洗浄システムと景観コンクリートシステムによる美観の維持・向上及び商
品化・事業化



No. 事業者 ブロック 所在地 分野 事業テーマ

67 （株）玉井道路 近畿 京都府 環境
廃石膏ボードや溶融スラグを道路舗装材として再資源化するための研
究開発と事業化

68 平安建設工業（株） 近畿 京都府 環境 ヤシ殻を活用した屋上緑化（ガーデニング＆ファーミング）事業

69 （株）高屋組 近畿 京都府 新製品 ウレタン遮熱工法の普及に伴う資材販売及び施工事業

70 池田工業（株） 近畿 大阪府 環境 竹を活用したバイオマス化事業～堆肥や飼料等として活用～

71 井上工業（株） 近畿 大阪府 新製品 連続水平方向エネルギーによる地盤改良の事業化

72 （株）雄交 近畿 大阪府 新製品 小規模補修対応のアスファルト舗装補修材の製造・販売

73 カンサイ建装工業（株） 近畿 大阪府 サービス
戸建リフォーム・小修繕工事における２４時間対応可能な協力会社ネット
ワーク及び訪問販売に頼らない受注ネットワークの構築

74 （株）池内工務店 近畿 兵庫県 地域
地元商店街との協力関係構築による地域振興協力事業～リアルリンク
「REALLINK」～

75 （株）溝辺組 中国 島根県 パブリック 香木の森及びいこいの村しまねの指定管理者制度への参入

76 若槻セメント工業（有） 中国 島根県 パブリック 雲南市が保有する明石緑が丘公園施設の指定管理者制度への参入

77
パワーショベル事故防止システ
ムの開発プロジェクト（幹事企
業：（株）藤井基礎設計事務所）

中国 島根県 新製品 低コストで使いやすいパワーショベル事故防止システムの開発

78 （株）三木工務店 中国 岡山県 農林水産
農業特区制度を活用した21世紀型ブルーベリー栽培（バックカルチャー
システムによる養液栽培）

79 作東土木運送（株） 中国 岡山県 サービス
中山間地域における門先エコロジー舗装及び空き家管理システム事業
～公共土木企業から新生地域密着企業へ～

80 （株）広田造園 中国 広島県 環境
ゴルフ場メンテナンスで排出される刈り芝と地域未利用資源（広島牡蠣・
味噌の廃棄物）の活用による高品質な堆肥等の生産・販売

81 平和建設（株） 中国 広島県 環境
中小企業クラスターによるＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）事業化システム
の構築

82 （有）洋翔建設 中国 広島県 新製品 急斜面で使用する新型掘削機械の開発・販売事業

83 （株）テクノアース 中国 山口県 農林水産 ダチョウふれあいパーク開設及びダチョウ肉や装飾品の製造・販売

84 （有）昇和土木 中国 山口県 環境
廃油及び植物油を活用したＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）の生産・販売
と地域振興

85 （有）吉岡土建 中国 山口県 環境
近隣地域のバイオマスを利用した発電事業～中山間地域エネルギーシ
ステムの構築～

86 伊藤緑地建設（株） 中国 山口県 新製品 ペット用竹ミネラル洗浄液と農業用機能性竹酢液の開発・販路開拓

87 （株）八千代 四国 徳島県 地域 徳島県の地場産業である製麺事業への進出（半田そうめん）

88 （有）田所建設 四国 高知県 農林水産 耕作放棄地等を有効活用した柚子の栽培

89 （有）仙頭建設 四国 高知県 環境
行政との連携による、廃食油からBDF（バイオディーゼル燃料）の生産及
びリサイクルシステムの開発

90 （有）田中建設 四国 高知県 パブリック 町営施設（四万十源流の家及びバンガロー）の管理運営

91 （株）松田組 九州 福岡県 環境 タケノコ生産農家や竹堆肥生産会社等と連携した竹林の有効活用事業

92 （株）ハットリ工業 九州 佐賀県 新製品 アスベスト等繊維状物質を瞬時に計測する計測器の製造・販売

93 熊本電気工業（株） 九州 佐賀県 新製品 照明用高効率反射笠「シャインブライト」の製造・販売及び施工事業

94 （有）マエノ 九州 熊本県 高齢化 過疎化地域における高齢者住宅＆空き家管理事業

95 （有）エコ・アース 九州 熊本県 環境
ストップ温暖化！屋上緑化面積のさらなる増加を促すエコアースプロ
ジェクト構築事業

96 （株）哲建設 九州 熊本県 環境 沿岸域の水質と底質環境を改善する藻場の維持拡大事業

97 味岡建設（株）グループ 九州 熊本県 海外 ベトナムにおける海外ビジネスへの取組み調査事業

98 （株）太名嘉組 沖縄 沖縄県 環境 島しょ県沖縄におけるゼロエミッションに向けた蛍光灯リサイクル事業

注）事業テーマ名、事業分野の区分は、申請書に基づき、審査事務局（（財）建設業振興基金）において若干の修正や変更を加
えています。


