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応募事業名 連携体名 事業管理者

1 北海道 戸建住宅塗装改修工事等共同化事業 札幌塗装連携事業体 株式会社村山塗装商会

2 北海道 自社開発の高能力汚水処理プラント販売
角川建設・共栄土木運輸連携
体

角川建設株式会社

3 北海道 太陽光システム多目的活用事業
太陽光システム多目的活用事
業連携体

北創丸杉建設株式会社

4 北海道 廃棄木製パレットの新製品創出スキーム
北海道パレットリサイクルシス
テム連携体

道興加茂株式会社

5 北海道
太陽光パネルの屋根取付設置工法と技術
営業を結ぶ事業戦略の展開

ルーフ・エナジー・ソリューショ
ン

株式会社Ｍｒ．ルーフマン

6 北海道 低コスト新型発光体の開発 なまら見やすいdeない会 後志建設工業株式会社

7 北海道
堆肥を使用して土壌製造・農作物苗の地
方発送販売

北海道アース 株式会社伊関組

8 北海道
からすみ風氷下魚（こまい）魚卵の研究・開
発・販売

おいしい北海道をつくる建設業
の会

小針土建株式会社

1 青森県 建設企業の連携によるフロンティア事業
もみ殻を原料とした地球に優し
い新バイオマス燃料事業化推
進連携体

株式会社白川建設

2 青森県
農業用ビニールハウスボイラー及び家庭
用小型・ハイブリット化融雪機械の研究開
発

津軽広域事業連携体 株式会社竹内組

3 青森県 北東北大地の螺子基礎推進連携体
スパイラル基礎杭（大地の螺
子）を活用した防雪柵基礎工法
推進連携体

大見海事工業株式会社

4 岩手県
寒冷地で高齢者に冬暖かく、夏涼しい「ノン
カーボンハウス」の提供

工藤建設・鈴木建築連携体 工藤建設株式会社

5 岩手県
「木のトレーサビリティ」を組合せた「いわて
型木質資源オープンリサイクル」の事業化

いわて型木質資源オープンリ
サイクル協議会

株式会社水清建設

6 岩手県
「雪に克ち、自然エネルギーを活かす」多
雪地型ハウスの開発・施工およびきのこ栽
培・乾燥加工の事業化

西和賀きのこ観光農園組合 有限会社薄井組

7 宮城県
林業と畜産業、建設業をマッチングした敷
料生産事業

みやぎ県北おが粉生産有限責
任事業組合

株式会社熊谷工務店

8 秋田県 ＲＰＦを原料とした地域熱エネルギー供給 地域熱エネルギー供給協議会 株式会社小野建設
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9 山形県 地域の活性化事業 ６次産業創出連携体 山和建設株式会社

10 福島県
地域貢献型コンクリートメンテナンス工法
の開発･普及拡大

会津土建・渡辺・日コン技術橋
梁技術開発協議会

会津土建株式会社

1 茨城県 新製法タイルの市場導入プロジェクト 新製法タイル推進連携体 有限会社ミトモ

2 茨城県
CAD、RFIDが連携するシステムを構築運
用し、建物の管理を効率化させる事業

サステナビル企業体 株式会社富嶋電工

3 栃木県
森林整備を支援し、水源の森を育てる資源
活用事業

1000年の森を育てる地域支援
資源活用事業組合

宮沢建設株式会社

4 栃木県 公共構造物ホームドクター事業
公共構造物ホームドクター事業
連携体

那須土木株式会社

5 千葉県
安全性および高機能性を有するコンクリー
ト試験体採取方法の開発

コンクリート試験体採取の高度
化を目指す会

田中ダイヤ工業株式会社

6 東京都
21世紀型機能的植栽の新規開発と市民に
よる利活用メソッドの提供

草のちから・木のちからプロ
ジェクト

株式会社日比谷アメニス

7 東京都 廃ガラスリサイクル建材事業
廃ガラスリサイクル建材事業連
携体

早川建設株式会社

8 東京都
マンションストックを健全化する為のイン
フィル工法開発と標準化事業

グッドインフィル開発・事業化推
進連携体

株式会社ｲﾝﾃﾘｯｸｽ空間設
計

9 神奈川県 土壌汚染改良材製造販売・施工事業
恭誉建設・八千代水道事業連
携体

恭誉建設株式会社

10 長野県 北誠SWT工法事業の推進拡大 北誠ＳＷＴ工法推進連携体 株式会社北誠商事

11 長野県
ISA仕様の高木特殊伐採技術取得及び技
術者養成事業

アーボリスト　トレーニング
チーム　ツリー・プロテクション

文吾林造園株式会社

12 長野県
｢産業・文化遺産管理の新しい公共」｢農産
物１００坪５０万計画」プロジェクト

宮下・有賀連携企業体 株式会社宮下組

13 長野県
駒ヶ根産ゴマを活用した特産品開発による
新たな市場開拓事業

駒ヶ根元気プロジェクト 富貴屋建設株式会社

14 山梨県 水の温もりプロジェクト 水の温もりプロジェクト フジ運輸株式会社

15 山梨県 道づくり応援隊 道づくり応援隊 株式会社川口建設
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1 新潟県 スパイラル杭工法推進事業 スパイラル杭工法推進連携体 株式会社ジーエス

2 新潟県
山古志・越路地区産農水産物及びその加
工品の地産地消販売事業

山古志・越路元気プロジェクト 株式会社西栄建設

3 新潟県
建物の利用と運営に着目し機能維持と価
値上昇を目指す建物診断システムの販売

長岡ながいき診断システム販
売促進連携事業体

株式会社山﨑組

4 新潟県 佐渡キッチンプロジェクト 佐渡キッチンプロジェクト 株式会社廣瀬組

5 新潟県
奥阿賀・緑の油田プロジェクト：地場産機能
性植物油による６次産業化

奥阿賀・緑の油田プロジェクト
連携体

株式会社巴山組

6 新潟県
建設廃材と柿の剪定枝を有価物に変える
「炭化ビジネス」事業

新潟炭化ビジネス推進連携体 水庄建設株式会社

7 富山県
地中熱と太陽光発電及び地場産材の活用
によるLCCMを志向した建築商品開発

フォレスト・ジーエス 前田建設株式会社

8 富山県
エネルギーの地産地消で地域を元気にす
るプロジェクト

地域エネルギー活用電気乗合
自動車普及協議会

大高建設株式会社

1 岐阜県
ヒートアイランド化を解消するクールアイラ
ンド舗装の販売促進プロジェクト

東濃建設業協同組合 東濃建設業協同組合

2 岐阜県
建設と介護の複業化モデルを全国に広め
る, チーム Ｌｉｆｅ Ｃａｒｅ

チーム Ｌｉｆｅ Ｃａｒｅ セントラル建設株式会社

3 岐阜県
タブレット端末を用いた「提案型森林施業
プラン作成システム」普及プロジェクト

郡上地域森づくり協議会 穂積建設株式会社

4 岐阜県
液体ガラスによる防蝕加工木材の市場開
拓並びに木造建造物のリフォーム

クリスタルウッド施工販売促進
チーム

株式会社大清

5 愛知県
建設企業ならではのブランド「畑違い屋」の
都市内農業振興事業

都市内農建連携＜アグリ事業
＞振興連携体

東海建設株式会社

6 愛知県 橋の総合病院「地域の橋梁主治医」
徳倉建設・瀧上工業・大日本コ
ンサルタント共同企業体

徳倉建設株式会社

7 愛知県 中国養牛業への進出 エコプロダクト事業協同組合
エコプロダクト事業協同組
合

8 三重県
雨に強く地球にやさしい「洗い越しユニット」
の販売促進事業

多雨地域の森が喜ぶ作業道づ
くり連携事業体

中村建設株式会社

9 三重県
三重大学と開発した「砕石の住宅地盤改
良（エコジオ工法）」の全国展開

エコジオ工法推進連携体 株式会社尾鍋組
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1 京都府
建設会社による農林事業の新たなる雇用
の創出をめざして

丹後Ｅｃｏサイクル 株式会社マルキ建設

2 京都府
林業合理化及び木材安定供給をテーマと
した林業施業システムの開発

木材自給率50％の基点となる
路網整備を核とした林建共同
体

協栄建設株式会社

3 京都府
滞在型市民農園開設への進出ならびに滞
在型市民農園に設置するコテージの開発

美山クラインガルテン連携体 ニシオサプライズ株式会社

4 京都府
木質路面材と林建協業ビジネスモデルの
展開

木の町推進グループ 大西建設工業株式会社

5 京都府
伐採竹を活用した、「京都発・無添加豚」の
養豚事業の試行的実施および普及事業

「京都発無添加豚の養豚実証
事業」連携体

株式会社玉井道路

6 大阪府
『長期優良住宅耐震システムを構築する事
業』

『長期優良住宅耐震システム
研究会』

株式会社アク ト

7 大阪府
専門工事業によるCM、オープンブックによ
るマンション大規模修繕モデルの構築

関西分譲住宅仕上業協同組合
関西分譲住宅仕上業協同
組合

8 大阪府
住まいひょうか君を活用した既存住宅活性
化事業のシステム基盤づくり

住まい評価推進協議会 大長ハウス株式会社

9 大阪府 既設電柱補強製品・工法推進事業
既設電柱補強工法推進共同企
業体

株式会社ヒシモト

10 大阪府
全国の工場・店舗のメンテナンス・改修を
環境対応型で行う仕組みの構築

環境に配慮したFM推進協議会 株式会社野畑板金

11 兵庫県
計画修繕工事におけるCM方式のノウハウ
構築と普及

マンションの計画修繕工事専
門CMモデル構築協議会

株式会社ウェイズ

12 兵庫県 泥鰌の内水面における養殖技術の開発
こうのとり泥鰌環境復活推進連
携体

株式会社田中工務店

13 奈良県
万葉の楽園プロジェクト　～大和シャクヤク
の復活を目指して～

万葉の楽園協議会 八房建設株式会社

14 奈良県
～ 雲母（キララ）の地からはじまる次世代
産業 ～　” 宇陀アグリプロジェクト ”

ＡＡＡ （トリプル・エ－）Ａkino　Ａ
gricultures　Ａssociation

株式会社小松原工務店

15 奈良県
「町家」リフォーム・新築市場の開拓拡大事
業

「町家」リフォーム・新築市場の
開拓拡大協議会

株式会社中尾組

16 和歌山県
地域資源(主として、間伐材)を有効利用し
た商品、工法開発

地域資源利用協議会 有限会社クスベ産業

1 島根県 「ＬＰＦＩ」システムの構築（商品化）事業 たてぬい建設事業協同組合
たてぬい建設事業協同組
合

近
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2 島根県
森林バイオマスを利用したエネルギー供給
事業

森林バイオマスエネルギー供
給事業連携体

株式会社中澤建設

3 広島県 備後染土リノベーション事業
備後染土リノベーションプロ
ジェクト

佐藤相互建設株式会社

4 広島県
エコモデル設置による省エネ・エコロジー
住宅情報館の提案

省エネ・エコロジー住宅情報館
推進連携体

株式会社エコデザイン工房

5 山口県
なぎさパーク再生推進事業〜体験型教育
旅行の市場開拓で島の観光交流100万人
へ〜

なぎさハンズオンパートナーズ 大野工業株式会社

1 徳島県 地域循環型の農業改革！ 地域循環農業研究会 有限会社伊庭建設

2 徳島県
都市圏を中心とした高齢者施設の供給
ネットワークの確立

A-PAC,S　(エイジング・ビジネ
ス・パッケージ・ソリューション)

西野建設株式会社

3 徳島県 住まいのリフォーム評価システム 家づくりの会「徳島」 株式会社山田工務店

4 高知県
四万十の資源を活かした魅力ある「食・空
間・観光」ビジネス創出事業

四万十の資源を活かした魅力
ある「食・空間・観光」ビジネス
創出プロジェクト

株式会社西土佐建設

1 佐賀県 水質浄化に関する事業 新しい水環境保全事業連携体 秀栄建設株式会社

2 長崎県
溶融スラグの環境対策活用及び普及させ
る事業

溶融スラグ利用促進協議会 株式会社星野組

3 長崎県
長崎県産オリーブを活用した機能性商品
及び養殖魚の飼料等開発

ながさきオリーブ振興会設立準
備委員会

株式会社堀内組

4 熊本県 放置竹林再生利用事業 鹿本竹林再生連携体 株式会社青木工務店

5 熊本県 玉名地域における生ごみ処理プロジェクト
玉名地域における生ごみ処理
プロジェクト連携体

株式会社マルコ建設

6 熊本県
薬草の生産体制の確立と6次産業化への
挑戦

玉名薬草プロジェクト 株式会社久保組

7 宮崎県
高反射塗料による輸送中のコンクリート温
度上昇抑制の試験と全国販売

暑中コンクリート対策普及連携
体

株式会社宮防

8 宮崎県
地域連合型鹿活用ビジネスモデル構築事
業

県北食品ブランドサービス連携
体

北川開発株式会社

9 宮崎県 解体革新を目指すエコリサイクル啓発事業 原田・ビギンズ 原田建設株式会社
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10 宮崎県
高効率・省エネ型熱交換システムの全国
販売並びに床下暖房装置の開発

温泉用熱交換器販売推進連携
体

株式会社メタル・テクノ

11 宮崎県
杉の生産量日本一！宮崎県産杉を利用し
た加工薪の製造、販売事業

大淀開発(株)・大豊建設(株)連
携体

大淀開発株式会社

12 鹿児島県 SLS(スーパー・ライト・ストーン)事業 八光・永田共同事業体 八光工業株式会社

13 鹿児島県
桜島のつばき油・桜島天然水・桜島の島み
かんを活用した地域活性化事業

桜島元気回復推進事業連携 株式会社東野添建設

14 沖縄県
スーパーソル（多孔質軽量リサイクル資
材）貯水機能付き緑化事業

３T連携体 株式会社桃原農園

15 沖縄県
工事環境にやさしい合成接合法を用いた
枠付き鉄骨ブレースによる耐震補強法

HC工法推進共同企業体 株式会社仲本工業

16 沖縄県
遊休資産を活用した菌床椎茸栽培・リサイ
クル事業

やんばるしいくるプロジェクト協
議会

株式会社ゆがふバイオテク
ノ


