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別紙

応募事業名 協議会名 事業管理者

1 北海道
熟成カラマツ防風林の更新及びカラマツ
材によるD型形成集成材の利用促進プロ
ジェクト

熟成カラマツ防風林の更新及びカラマツ
材によるD型形成集成材の利用促進協
議会

標津町

2 北海道 「空知フード＆ワインロード計画」事業 「空知フード＆ワインロード計画」協議会 （社）空知建設業協会

3 北海道
ロシア極東地域への積雪寒冷地対応木
造住宅輸出事業

ロシアとの経済交流推進協議会 （社）旭川建設業協会

4 北海道
「セカンドホーム・ツーリズム」ハウジング
事業

美瑛ダーチャ建設協議会 美瑛町

5 北海道
建設業の人材と知恵を生かした留萌観
光元気プロジェクト

留萌観光元気プロジェクト協議会 留萌商工会議所

6 北海道
「地域特性の環境を活かしたまちづくり」
に関する事業

「稚内の環境を活かしたまちづくり」協議
会

(社)全国建設産業団体
連合会

7 青森県
青森県産の安全な薬草栽培による新産
業創造プロジェクト

「青森薬箱プロジェクト」推進協議会
（社）青森県建設業協
会

8 岩手県
災害に強い地域づくりと林業・観光の振
興に関する事業

一関地方産業活性化協議会
（社）岩手県建設業協
会

9 宮城県
地域資源を活かした登米市建設業の活
力再生プロジェクト

登米市建設業活力再生協議会
（社）宮城県建設業協
会

10 宮城県

富県宮城にふさわしい日本初のノンアル
コール・ブルーベリーフレーバービール開
発で、ふるさとを元気にする果樹観光創
出事業

富谷ブルーベリーサミット協議会
一般社団法人　宮城ふ
るさと建設協会

11 秋田県
地産ソバ（かづのソバ）開発で元気回復
事業

かづのソバ開発推進協議会 （社）鹿角建設業協会

12 福島県 「くら再生」による活力ある地域創生事業 蔵再生による地域づくり推進協議会
（社）福島県建設業協
会

13 福島県
古民家等空き家を活用して地域を元気に
する事業

ふくしまの家地域活性化推進協議会
（社）福島県建設業協
会

14 茨城県
「建設技術で耕作放棄地等を解消し、ひ
まわり、なたねで地域おこし」に関する事
業

那珂市建設業と地域元気回復事業実施
協議会

那珂市建設業協同組
合

15 茨城県
「介護施設・病院向け省エネ・創エネモデ
ル構築と太陽光発電補助金予算確保ス
キーム構築事業」

鹿嶋市省エネ・創エネ事業協議会
鹿嶋市建設業協同組
合

16 栃木県
間伐材を有効活用した新規事業の創出
による建設業の活力再生と地域の活性
化に関する事業

大田原地域間伐材活用推進協議会
（社）全国中小建築工
事業団体連合会

17 埼玉県 “安行”緑と環境の街づくりに関する事業 “安行”緑と環境の街づくり協議会
一般社団法人　川口市
造園業協会
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18 東京都
自然エネルギーで走る電気自転車とサン
ゴ養殖を活用したエコツーリズム事業

八丈島活性化協議会 八丈町商工会

19 山梨県
日本三大急流「富士川」におけるリバー
ツーリズム企業化事業

身延町観光振興協議会 身延町商工会

20 山梨県
荒地整備による新しい山菜特産品の開
発と農業体験型販売による小菅村おこし
事業

小菅村を元気にする協議会 小菅村

21 山梨県 山梨・フルーツ新加工調理に関する事業 山梨・フルーツ新加工調理推進協議会
（社）山梨県建設業協
会

22 長野県
しののめ山麗　中山のんびりの里づくり
に関する事業

中山のんびりの里づくり推進協議会
松本市建設事業協同
組合

23 長野県
日本の歴史文化遺産保存による観光施
設整備計画の策定

絹の街保存会 上田商工会議所

24 新潟県
地元麦酒粕をリサイクルし発酵処理によ
る飼料原料と堆肥製造による差別化の
家畜生産や有機野菜への生産促進事業

新潟市西蒲区元気創生協議会
（社）新潟県建設業協
会

25 新潟県
村上元気回復・茶レンジ事業～伝統産業
「村上茶」再生による地域産業の活性化
～

村上茶活性化協議会
　（社）村上市建設業協
会

26 新潟県
遊休地を活用した複合レジャー施設整備
による地域活性化

遊休地活用による地域活性化協議会 （社）長岡市緑地協会

27 富山県 和漢薬の里ヘルスツーリズム事業
和漢薬の里ヘルスツーリズム推進協議
会

（社）富山県建設業協
会

28 石川県
古湯復活！山代温泉「湯の曲輪」賑わい
創出事業

山代温泉再生協議会 (社)加賀建設業協会

29 愛知県
都市型農建連携による市民農園・観光農
園振興事業

都市型農建連携「アグリ事業」振興協議
会

(社)名古屋建設業協会

30 岐阜県 郡上地域観光活性化プロジェクト 郡上地域観光活性化協議会 (社)郡上建設業協会

31 岐阜県 建設業農業参入地域連携モデル事業
岐阜県建設業・農業地域連携モデル協
議会

(社)岐阜県建設業協会

32 三重県
「亀山茶」ブランドづくりに関する調査研
究事業

亀山茶ブランド化推進協議会
（社）三重県建設業協
会

33 三重県
的矢湾奥の漁場再生ならびに高付加価
値商品の開発・販売に関する調査研究

伊雑ノ浦地区漁場再生協議会
（社）三重県建設業協
会

34 静岡県
パーク＆サイクル・クルーズ（熱海型新交
通システム）導入による「観光・防災まち
づくり」推進事業

熱海市観光まちづくり・防災まちづくり推
進協議会

協同組合　熱海建設業
協会

35 静岡県
伊豆地域のバリアフリー環境向上に関す
る事業

伊豆バリアフリー環境整備協議会 (社)三島建設業協会
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36 京都府
竹林再生と竹資源の利用方策の研究に
関する事業

宮津地方竹林再生協議会 (社)京都府建設業協会

37 京都府
CO2削減に向けて一般消費者と中小建
設業者の省エネ住宅技術を普及する事
業

CO2削減に向けて一般消費者と中小建
設業者の省エネ住宅技術を普及する協
議会

(社)京都府建設業協会

38 兵庫県 武庫川河川敷活性化に関する事業 人と自然の水辺づくり協議会 (社)兵庫県建設業協会

39 奈良県
雲母（キララ）の地からはじまる宇陀ごぼ
う建農プロジェクト

宇陀地域活性化推進協議会 (社)奈良県建設業協会

40 島根県
「農建連携」体制構築による耕作放棄地
再生を通じた循環型有機農業の推進事
業

奥出雲町ＥＣＯ農業推進協議会 奥出雲町

41 広島県
江田島市フィールドミュージアムづくり事
業

海生交流都市（江田島市）開発協議会
(社)全国中小建設業協
会

42 徳島県
パンプキンタウン構想による地域活性化
に関する事業

パンプキンタウン創造協議会
協同組合三好郡建設
業協会

43 香川県
香川県建設業協会小豆島オリーブ元気
回復事業

香川県建設業協会小豆島オリーブ元気
回復協議会

(社)香川県建設業協会

44 高知県
高知県西南地域　海のエコシステム創出
事業

高知県西南地域　海のエコシステム創出
協議会

四万十市

45 高知県
旧畑山小中学校と豊かな地域食材を活
かした畑山再生プロジェクト

畑山地区再生事業協議会 (社)高知県建設業協会

46 福岡県 異業種参入による造園業元気回復事業 ふくおか美緑ＵＰ推進協議会
（社）福岡県造園業協
会

47 長崎県
地域建設業の資源を活かした松原宿ま
ちなみ活性化事業

松原宿まちなみ観光活性化協議会
（社）長崎県建設業協
会大村支部

48 長崎県
橘湾（小浜）海域での釣場造成による観
光回復事業

小浜温泉観光活性化協議会
（社）長崎県港湾漁港
建設業協会

49 熊本県
竹林整備・耕作放棄地・地域文化を活用
した独自販売システムの構築と建設業の
農業参入に関する事業

建設業とくまもと元気回復協議会
（社）熊本県建設業協
会

50 大分県 吉四六の里活性化事業 吉四六の里活性化協議会
（社）大分県建設業協
会

51 宮崎県
「ウェットランド北川」観光振興モデル事
業

ウェットランド北川創造協議会 北川町商工会

52 鹿児島県
建設業の資源を活用した桜島の地域活
性化支援事業

桜島元気回復協議会
（社）鹿児島県建設業
協会

53 沖縄県

沖縄県宜野座村のエネルギーの地産地
消確立に関する調査事業～バイオ液体
燃料（BTL)製造と公共施設集中地区電
力供給調査事業～

沖縄県宜野座村バイオビジネス創出協
議会

宜野座村

※応募事業名、協議会名は仮称を含む
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