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ページ
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平成 30 年度

秩父地域森林活用等創出支援事業

遂行状況報告書

ありがとう！３００年の松

（H30）

長瀞町桜と松等を守る会
事業の目的・内容
長瀞町の文化財である総持寺の松が松くい害虫の被害にあい危険なため伐採することになり、
これまでの感謝の意を込めて伐採イベントを 12 月 8 日（土）に一般市民にも参加を呼び掛けて
実施する。

今までの活動状況
平成 30 年 6 月 5 日、7 月 25 日、8 月 9 日、9 月 13 日、10 月 31 日、11 月 22 日に会議を実施。
12 月 8 日（土）のイベント実施に向かい、多方面より協力いただき企画を練り上げてきました。
イベント開催チラシは別添のとおり。

これからの活動・行事
12 月 8 日（土）に伐採イベントを実施予定。
その後、伐採した総持寺の松を使った作品展を行う予定。
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ありがとう！３００年の松
３００年間、地域を見守り、長瀞町の文化財にも指定されていた総持寺の松
が松くい虫被害にあい、危険なため伐採することとなりました。
ついては、これまでの感謝の意を込めて、下記のとおり伐採イベントを開催
しますので、皆さまご参加ください。
１ 日

時

平成３０年１２月８日（土）９時～１５時
（雨天の場合は１２月１５日（土）に延期）

２ 場

所

総持寺

長瀞町本野上９２４ 電話０４９４－６６－２６６５

３ スケジュール（予定）
９：００

あいさつ・読経

９：３０

伐採

１１：００

一般参列者 解散

１３：００

伐採木の処理

１５：００

終了

子供達を対象にし
た丸太切り体験も
あるよ！
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成２９年度

秩父地域森林活用等創出支援事業

遂行状況報告書

秩父の杣人が未来につなげる木挽きの技と心

（H29）

杣・木挽き・規矩観触会
事業の目的・内容
昔から使われてきた大鋸などの製材道具を使って、小
中学校の授業、各地でのイベントで木挽きの実演を行う。
地元の木材の活用方法や、材木の木取り、道具の使い方
などを実際に体験してもらうことで知ってもらう。
木挽き体験を通じて、子どもも大人も森や木に対する
興味・関心をもってもらい、道具を正しく使うことを通
じて、生きる力を学ぶ機会を提供し、子どもたちには将
来、森林や木材に係る仕事に就きたいという夢を抱いて
くれることを目標とする。

今までの活動状況
杣・木挽き・規矩観触会の会員を中心として各催し・体験学習の協力を行った。
・小学校体験学習（於：荒川歴史民俗資料館）
平成 29 年
６月 23 日 秩父市立南小学校３年生（20 名）
10 月 ３日 小鹿野町立両神小学校３年生（17 名）
10 月 12 日 秩父市立大田小学校３年生（18 名）
10 月 17 日 秩父市立尾田蒔小学校３年生（30 名）
平成 30 年
２月 ６日 秩父市立影森小学校３年生
２月 ８日

秩父市立秩父第一小学校３年生

２月 15 日 秩父市立久那小学校３年生
２月 20 日 秩父市立荒川東小学校３年生
・川越の職人の技体験市での木挽き体験
平成 29 年 11 月 25 日
（於：川越市仲町４ 鍛冶町広場内）
・その他、各地での催し、イベントにて体験会を実施
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

木挽きは人を惹き付ける何かがあると考えている。一人ひとり木との向き合い方が異なり、それを感
じながら実演をすることは本当に興味深い。木挽きのファンになり、わざわざ秩父まで来る人もいる。
子どもは呑み込みが早く、大人よりも上手に木を挽くことに驚く。多くの人にとって忘れられない経験
となればこんなに嬉しいことはない。

これからの活動・行事
今後も、秩父地域内外問わず多くの人に木挽きを体験していただき、木の魅力と伝統技術を伝えてい
きたい。
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成 30 年度

秩父地域森林活用等創出支援事業

活動状況報告書

秩父の木をみんなで一緒に PR 事業

（H29）

秩父木工フェア＆木育ひろば実行委員会
事業の目的・内容
当会では、秩父地域における木製品等販売加工業の連携強化や若い担い手の育成等の支援をとおし、
秩父地域の森林・林業の活性化及び木材関連業の振興につながる事業を実施している。
本事業では、
”秩父の木”を PR することを目的に揃いの法被を製作し、県内外の各種イベント等への
出店の際に着用している。また、他団体への貸出も行っている。

今までの活動状況
H29 年度に”秩父の木”をより一層 PR するため、法被を 21 着製作。その後、イベント出展の際の着用、
貸出を行っている。
【H30 活動状況】
・5/12（土）-13（日）「第 32 回木が香る秩父フェスティバル」
（道の駅ちちぶ） 写真①
・5/18（金）-20（日）「森のおもちゃ美術館」
（新宿御苑）
【他団体へ無償貸出】 写真②
・10/13（土）-14（日）
「森のめぐみの子ども博」
（東京おもちゃ美術館）
【他団体へ無償貸出】 写真③
・10/25（木）-26（金）
「秩父の山の木フェア」
（日本橋プラザビルイベントスペース）
【他団体へ無償
貸出】 写真④
・11/10（土）-11（日）
「第 33 回木が香る秩父フェスティバル」
（道の駅ちちぶ） 写真⑤
写真①

写真②

写真④

写真⑤

写真③

これからの活動・行事
今後もイベント等の出展の際に着用、貸出を行い、秩父の木を更に PR していきたい。
【H30/12 月以降の予定】
・12/2（日）-3（月）「絹市」（秩父夜祭同時開催）
・12/8（土）
「ありがとう！300 年の松」【他団体へ無償貸出】
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平成 30 年度

秩父地域森林活用等創出支援事業

遂行状況・活動状況報告書

秩父産の木材を使用した木製品の生産加工販売（H29）
秩父産の木材を活かした木製品の PR と販売（H30）

坂本銘木店
秩父の無垢材の魅力をさらにお客様に知って頂くために、新しい製品の開発や販売に取り組んで行きた
い。そのためには、お客様が手にとって頂けるような小物製品の種類を増やして行きたいと考えている。
また、イベント等に出店をして、秩父の木製品の PR や販路の拡大を図りたいと思っています。

H29 年 秩父産の木材を使用した木製品の生産加工販売
u 8 月 「全国職人展」（8/15～8/22）小田急百貨店 新宿店
u 9 月 「上野村フェスティバル」（9/16～9/17） 群馬県上野村
イベントに参加して、秩父の木の PR と木製品の良さをたくさんのお客様に紹介出来ました。
また、後日オリジナル商品をお客様のご希望で製作することが出来ました。

H30 年 秩父産の木材を活かした木製品の PR と販売
秩父の木を活かした、小物商品を開発してお客様の手に触れていただけるような販売コーナーを設け
PR をして木製品のあたたかいぬくもりを感じていただけました。
。
u 4 月 「日本の職人展」（4/10～4/16）西武所沢店-催事場
u 5 月 「十石市＆木工フェスティバル」
（5/4～5/5）群馬県上野村
「飯能ものづくりフェア」（5/18～5/20）飯能市飯能中央公園
u 10 月 「秩父はんじょう博」
（10/20～10/21）秩父ミューズパーク
「日本の職人展」
（10/24～10/29）西武所沢店-催事場

西武所沢 4/10-16

飯能ものづくり 5/18-20

※秩父産の木を知って頂くために、説明をつけたタグを商品につける事で、秩父の事や木の商品
にお客様が興味を持ち、会話が出来て良い PR になりました。
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今後の活動内容
u 12 月 「絹市」
（12/2～12/3）秩父市番場町 黒門通り
u 12 月 「日本の職人展」（12/25～12/30）東急百貨店 吉祥寺店
u H31 年 2 月 「日本の職人展」（予定）大宮そごう
u H31 年 5 月 「飯能ものづくりフェア」
（5/17～5/19）飯能市飯能中央公園
※イベントに参加する事で、お客様の直接の声を聞き、生活に活かせる商品の開発と、更に秩父の PR
と木製品の魅力を多くの人に伝えて行きたいと思います。
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３０
「世界に向けた秩父材製＆秩父生まれの木のおもちゃの PR」
ツグミ工芸舎

ニュルンベルク（ドイツ）での国際玩具見本市とニュルンベルク市と玩具との関わりを
見学し、秩父市においての木材の新しい活用方法のひとつの手段としての木製玩具のあり
かたを視察研究する

・誕生祝い品「TUMI
CCO」製作の継続と販売
・秩父材を利用した木製玩具のワークショップ
２０１８／１０ 伊佐ホームズ 目黒区 東京都
／１１ ミューズパーク 秩父市 埼玉県
／１１ ひぐらしストア 秩父市 埼玉県
・秩父材を利用した小物、玩具の製作、展示会
２０１８／０６ 黄色い鳥器店 国立市 東京都

ワークショップの様子（ミューズパーク）

子供達の作品

・秩父市誕生祝い品製作の継続
・秩父市雇用創造協議会からの依頼による秩父材と和紙や柿渋を利用した太鼓の製作
・秩父材を利用した家具、玩具、生活小物の製作の継続と販売
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平成３０年度 秩父地域森林活用等創出支援事業

活動状況報告書

事業名： 西武グループスマイルファミリーフェスティバル（H29,30）

団体名：西武鉄道株式会社
事業の目的・内容
森林の役目や大切さ、木の温もりや優しさ香を伝えるために、西武グループ社員・家族のイベント
「スマイルファミリーフェスティバル２０１７」で、この補助金を活用し、埼玉県森林科学館で購入し
た木工工作品を親子で作り（参加無料）楽しんだ。また、秩父市さまより借用の木の玉プールも盛況
で、目的通りの内容となった。併せて「木育」等のポスターを掲示し、
「木」に対する意識の向上や久
しみを図れ、秩父地域への関心もさらに高まった。

今までの活動状況
【平成２９年度】
●スマイルファミリーフェスティバル２０１７
開 催 日：平成２９年１１月１８日（土）
開催場所：西武ドーム（メットライフドーム）
参 加 者：４，９８１名（スタッフ、ゲスト、出展者等は除く）
内

容：１）木工製品の組立てと色塗りを親子で楽しむ（購入の工作品

２００個すべて使用）

２）秩父産材や木育、林業の伝統技術などのポスター掲出し秩父地域のＰＲが図れた。

ポスター掲出

工作を楽しむ親子

木の玉プールで楽しむ子供たち

【平成３０年度】
●秩父地域森林林業活性化協議会パンフレットの配布（データをＡ４パンフに表裏カラー印刷）
イベント：まんパク２０１８（主催：文化放送）
平成３０年６月１日・国営昭和記念公園
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イベント：第９回「農」と里山のシンポジウム（主催：三富地域農業振興協議会）
平成３０年９月８日・ウェスタ川越

イベント：第８回 ねりまエコスタイルフェア（主催：練馬区）
平成３０年１０月２１日・としまえん

これからの活動・行事
今後も行政をはじめとする各イベントには積極的に参加し、西武沿線の最大の観光資源として秩父地
域のＰＲを積極的に行い、森林資源の有効活用や秩父産材の利用促進に繋がり、沿線森林・林業の発展
に寄与できるように努力して行きます。
また、弊社はこれからも行政やＮＰＯ、地元住民のみなさまと共に歩み、親しみやすく安全で安心
な「森づくり」を進めて行きます。
●その他（この事業とは別に）
駅の木製ベンチについては今後修繕の予定

秩父産の杉材を使用しています。
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平成３０年度

秩父地域森林活用等創出支援事業

遂行状況報告書

事業名： 西武グループスマイルファミリーフェスティバル（H30）

団体名：西武鉄道株式会社
事業の目的・内容
社内「イベント」を通して、社員・家族に、木の温もりや木への親しみ、森の大切さ、また林業への
関心や興味を深めるために「秩父産材」のＰＲを図り、沿線最大の観光地である秩父地域への来訪者誘
致に繋げる。
補助金で「秩父産材」の木工工作品（組立て品）を購入し、親子で工作（参加無料）を楽しんでもら
う。また、工作品には「秩父地域の森林」と「木育」の両面刷りのＡ４パンフレットを封入し、併せて
コーナーの前面にポスターを掲示し、パンフレットを配布する。

今までの活動状況
活動（開催日）が、平成 31 年 12 月 1 日の一日のみ。事前活動としては、イベントの案内パンフレッ
トを、社員・家族に事前配布。※パンフレットで木工工作「手作りコーナー」をご案内。

これからの活動・行事
イベント実施日 平成 31 年 12 月 1 日（土）
来場者 約５，０００人（集計中で、全スタッフ・出展者・ゲスト等は除く。）
秩父産材を使用した木工工作品を制作し、西武鉄道グループ社員・家族のイベント「スマイルファミ
リーフェスティバル２０１８」のなかで、アトラクションの一つとして工作を行うと同時にポスターの
展示とパンフレット（木工工作品に同封）の配布を実施した。併せて秩父市さまより、木の玉プールを
お借りし「木の玉プールお宝さがし」を実施し、木への親しみや温もりを感じとってもらった。
その他、「ヒーロー」の子供ショーや西武ライオンズＯＢのトークショーも開催された。

出展風景

パネル展示（秩父地域の森林・木育）
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木工工作品が秩父産材であることをＰＲ
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木工工作品「新型特急車両」にパンフを封入

来場者にパンフを配布

木の玉プール

工作風景

木の玉プールで楽しむ子供たち

木の玉プール「お宝さがし」
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平成 30 年度 秩父地域森林活用等創出支援事業

遂行状況報告書

事業名：秩父・市民参加型伐採プロジェクト

（H30）

団体名： 秩父・市民参加型伐採プロジェクト協議会
事業の目的・内容
秩父地域の水源林ではスギ、ヒノキの人工林が多くあるが、国産材の価値が輸入材に押されて低迷し
ていることもあり、手入れが行き届かなくなってしまっているのが地域課題となっている。
こうした現状を踏まえ、市民でも森の手入れや保全活動に関われるきっかけとして平成 28 年夏に皮
むき間伐を実施した。本事業はその皮むき材の伐採作業を市民参加型で行い、またその材を有効活用す
るため、委託製材し、板材にしたものを子供対象に「床はりワークショップ」を開催する。
都市住民にも参加してもらう形で山の上流（森の学習、選木、皮むき、伐採、搬出作業）から中流（粗
製材、2 次加工）
、下流（施工、完成）まで、森の手入れから施工までを一通り確かめることを踏まえ、
水の源になる森の保全および森仕事、木に愛着を持つ機会を設け、通常林地に放置される間伐材の有効
活用を試験的に実証する。また市民参加による新たな森仕事（産業化）の可能性を若者就労支援等の福
祉的な要素も加味して地域の様々な団体と協議を重ね、可能性を追求することを目標とする。

今までの活動状況
【本年度の活動期間以前の取組み】
●平成 28 年 7 月 10 日
参加者親子ｽﾀｯﾌ含め 67 名で森の現状を学び、
皮むき間伐の勉強会と皮むき体験会を実施
【本年度取組み】
●平成 30 年 7 月 23 日（月）9 時～15 時
選木、伐採作業、2 名

●7 月 25 日（水）9 時～15 時
玉切り、搬出作業、6 名
●8 月 22 日（水）9 時～15 時
伐採作業、玉切り、搬出作業、7 名
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●8 月 24 日（金）9 時～15 時
伐採、搬出作業、4 名
同日

10 時～15 時

生活ｸﾗﾌﾞ秩父支部企画
「水の学校・森の学校 2018」
伐採作業見学親子 10 人参加

●9 月 10 日（月）10 時～15 時
㈱まるえん製材所（小鹿野町）へ
丸太納品作業（ﾕﾆｯｸ車使用）、2 名

●9 月 14 日（金）13 時～15 時
製材所見学会、製材行程と材の特性を学ぶ、6 名
●～10 月 8 日（月）1 次製材（粗製材）
を委託業務で実施（㈱まるえん）
●10 月 12 日（金）10 時～18 時
1 次製材後の自然乾燥のための
桟積み作業、3 名

これからの活動・行事
●２次製材の選別作業（粗製材した材を選別し、２次加工に回す材の選定）
日時：12 月 10 日（月）予定
場所：㈱まるえん（小鹿野町）
●2 次製材 委託業務（㈱まるえん）
●床はりワークショップ
日時：平成 31 年 1 月 12 日（土）10：00～12：30
場所：生活クラブ生活協同組合本部２階 託児室
対象：小学生８名+保護者
内容：森の話し（森の現状、これまでの取組み経過）、木材の話し、床はり作業
●皮むき間伐材の余材、端材の活用探求
床はりワークショップ以外の活用についてアイデア出しを行い無駄なく使う糸口を見つけていく。
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平成 30 年度

秩父地域森林活用等創出支援事業

遂行状況・活動状況報告書

林地残材、倒木を活用した木工製品の開発とイベント実施による秩父
のカエデの普及活動事業（H28）
秩父のカエデと木育の普及活動事業（H29,30）

メープルベースクラブ
事業の目的・内容
メープルベースクラブは、秩父ミューズパーク内にある「MAPLE BASE」のスタッフが中心となってで
きた組織です。
秩父のメープルの活動をより多くの人に知っていただくために、MAPLE BASE でイベントやワークショ
ップなどを企画していきます。

今までの活動状況
H30 年 11 月 3 日にイベント「秩父の森ジャンボリー」を MAPLE BASE にて盛況のうちに終了しました。
参加者は約 3000 名程で、各イベント協力団体との連携も含めて、大成功だったと言えると思います。

これからの活動・行事
現在、イベントを終えて、各団体との精算やイベントの効果を検証しています。
12 月中には事業報告書を提出できる見込みです。
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平成 30 年度

秩父地域森林活用等創出支援事業

遂行状況・活動状況報告書

大滝の彩りのある森づくり推進事業 （H27）
カエデの植栽イベント事業 （H29,30）

大滝山林振興協議会
事業の目的・内容
秩父の森も、国立公園内など原生林の姿を残しつつも、半分近くはスギやヒノキを中心とする人工林
単一な植生に作り替えられています。用材に適した樹齢に育ってきたそれらを間伐した後に、広葉樹の
苗を植え、これまで育ててきたスギやヒノキの人工林も大切にしながら、少しづつ生物多様性をそなえ
た本来の豊かな混交林を取り戻す活動を、山で材を生産する人と、山から出た木材を利用する人たちが
つながって一体となった取り組みです。

今までの活動状況
11 月 11 日、気持ちの良い秋晴れの日、住宅メーカーの伊佐ホームズのスタッフ及びお客様とお子様、
大滝山林振興協議会スタッフ、NPO 秩父百年の森スタッフでイタヤカエデの植樹をおこないました。山
で材を生産する人と、山から出た木材を利用する人たちがつながっている重要な取り組みです。都会の
木材利用者が秩父の山のことを考えてもらえるきっかけになってもらえることは、カエデの植林の大き
な目的でもあります。お客様の中には 2 回目の参加の方もいらっしゃり、カエデの森づくりへの理解が
拡がっている事を実感しました。

これからの活動・行事
下草刈り等の保育
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＊丸囲み数字①～⑭は、支援メニュー番号です。
＊【】内は掲載番号です。「H30活動状況報告書まとめ」の目次と対応しています。

秩父地域森林活用等創出支援事業 実施団体別一覧表
No. 団体名（順不同）

H24

地域区分

H25
⑤障害者との共存を推進
する横瀬森林体験事業

H26

H27

1

ふぉれすとキッズよこぜ 秩父・横瀬

⑥横瀬森林体験ツーリズ
ム

2

秩父広域森林組合

秩父・横瀬

②森林施業集約の効率化
①上影森橋立作業道作設 事業
事業
⑤木の駅プロジェクト事業

3

横瀬町森林組合

秩父・横瀬

⑥将来につなぐ山の花道
整備事業

4

①カエデ樹液活用による新
⑤秩父における樹液生産
秩父樹液生産協同組合 大滝・荒川 たな地域林業モデルの創
環境の基盤整備
設

⑧新たな林業展開のため
の人材育成事業【⑧-2】

5

特定非営利活動法人
秩父百年の森

大滝・荒川

①秩父の森林再生のため ④秩父の森林再生のため
の有用広葉樹育苗事業
の有用広葉樹育苗事業Ⅱ

⑨未来につなぐカエデの森
づくり【⑨-2】

6

大滝山林振興協議会

大滝・荒川

②施業集約化事業の推進
①森林施業集約の効率化
のための森林測量支援ソ
事業
フトの導入

⑨大滝の彩りのある森づく
り推進事業【⑨-3】

7

NPO法人 森

大滝・荒川 間・秩父からの元気発信プ

H28

H29

H30

⑨掘り起こそう！次世代の ⑨もっと増やそう！次世代
森の活人！【⑨-1】
の森の活人！【⑨-1】

⑧担い手の育成事業【⑧1】

③将来につなぐ山の花道
整備事業
⑤「土佐の森式軽架線集
材」導入検討事業【⑤-18】

⑭カエデの植栽イベント事 ⑭カエデの植栽イベント事
業【⑨-3】
業【⑨-3】

⑥秩父がもたらす癒しの空
ロジェクト
8

株式会社 献

吉田・小鹿野

②木質チップの圧縮固形
化マシン開発

9

尾ノ内渓谷の自然を守
る会

吉田・小鹿野

⑥尾ノ内渓谷の周辺整備と ③尾ノ内渓谷、両神山登山
景観の保全
道の整備と保全

吉田・小鹿野

⑥浅間山整備事業

10 NPO法人 やまなみ

11 お菓子な郷推進協議会 秩父・横瀬

12

カエデの森づくり推進協
秩父・横瀬
議会

公益社団法人 埼玉県
13
秩父・横瀬
農林公社

⑤木質チップの圧縮固形
化マシン開発

⑤林地放置材の集材・現
地破砕・現地散布及びブリ
ケット燃料利用検証試験
【⑤-1】

⑤カエデ関連商品販路拡
大

⑤秩父カエデ酵母菌活用
事業【⑤-2】

⑤カエデ炭事業化計画

⑨カエデの森づくり【⑨-4】

④新たな工法による獣害防
護柵設置
⑤新規木製品等開発事業

14 金子製材㈱

秩父・横瀬

⑤木質エクステリアの研究
開発

15 アスガキボウ委員会

大滝・荒川

③森林を活用した癒しの空
間形成

⑤秩父産材木製品開発事
業【⑤-3】
⑤玩具から墓場までをテー
マに「棺桶製造の調査サン
プル制作」 -椹材等の有
効活用を考える-【⑤-4】

⑤地域材（杉・桧・椹材）を
使用した「森の柩」製造流
通パイロット事業【⑤-4】

2019/1/31現在

No. 団体名（順不同）

地域区分

16 有限会社 小林製材所

大滝・荒川

⑤安価で燃焼効率の良い
薪ストーブの研究・開発

17 里山づくり倶楽部

大滝・荒川

③里山を再生しよう計画

18 秩父山里文化研究会

皆野・長瀞

③稲穂山における里山復
興事業

19

埼玉木材チップ協同組
皆野・長瀞
合

H24

H25

H26

皆野・長瀞

③森林を未来へ手渡すゆ
いっ子プロジェクト

21

西秩父商工会木材製材
業部会

吉田・小鹿野

⑤県産材を用いたベンチ
キット整備事業

22 みどりの会

吉田・小鹿野

④シカ等の食害対策の推
進

23 秩父もくもくきかく

秩父・横瀬

⑦秩父の森のおもちゃ美術
館”秩父もくもくきかく×東
京おもちゃ美術館【⑦-14】

24 田口木工（株）

秩父・横瀬

⑧森林・林業分野における
人材育成・雇用への支援
【⑧-3】

25

社会福祉法人
秩父正峰会

大滝・荒川

⑦特別養護老人ホーム荒
川園食堂内装木質化工事
【⑦-1】

26

荒川源流ログハウス技
士会

大滝・荒川

⑦荒川源流 六角堂ログあ
ずまや造りプロジェクト【⑦2】

皆野・長瀞

⑨長瀞の権田山 桜・楓・
松林等の森林整備【⑨-6】

会

H29

H30

⑤針葉樹皮を活用した果
樹等の試験栽培
⑤針葉樹バークチップによ
る舗装試験

NPO法人花の森こども
園

特定非営利活動法人

H28

⑨稲穂山における里山復
興事業【⑨-5】

20

27 長瀞町桜と松等を守る

H27

⑤秩父産木材製・卓上織
機「ORICCO」 手織り教習
者養成講座【⑤-16】

⑭ありがとう！300年の松
【⑭-1】

28 秩父銘友会

秩父・横瀬

⑤秩父産材を活用した木
工品のPR【⑤-5】

29 第3のみつ研究会

皆野・長瀞

⑤秩父産材を使用した西 ⑤秩父農工科学高校食品
⑤第3のみつ製造のための ⑤第3のみつ製造のための
洋ミツバチの養蜂巣箱、継 化学科「農力」育成強化プ
獣害ネット設置事業【⑤-6】 獣害ネット設置事業【⑤-6】
箱の製造【⑤-6】
ロジェクト支援事業【⑤-7】

皆野・長瀞

⑨野土山あじさいの森づく
り推進事業【⑨-7】

31 長瀞やなせ・こぴすの会 皆野・長瀞

⑨親子森林環境教育【⑨8】

30

32

長瀞町花の里づくり実
行委員会

秩父千鹿谷郷 ひなた
村

吉田・小鹿野

⑤秩父産材を活用した木
工品のPR【⑤-5】

⑤秩父千鹿谷郷 ひなた村 ⑤秩父千鹿谷郷 ひなた村
特産品開発【⑤-8】
特産品開発【⑤-8】

⑤秩父産材を活用した木
工品ＰＲ【⑤-5】

2019/1/31現在

No. 団体名（順不同）

地域区分

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

吉田・小鹿野

⑤秩父産間伐材を利用し ⑤秩父産間伐材を利用し ⑤秩父産間伐材を利用し ⑤秩父産間伐材を利用し
た自然素材ウッドチップ舗 た自然素材ウッドチップ舗 た自然素材ウッドチップ舗 た自然素材ウッドチップ舗
装の普及活動【⑤-9】
装の普及活動【⑤-9】
装の普及活動【⑤-9】
装の普及活動【⑤-9】

34 株式会社小林建設

秩父地域外

⑦近くの山の木で家をつく ⑦近くの山の木で家を作ろ ⑦近くの山の木で家をつく ⑦近くの山の木で家をつく
ろう【⑦-3】
う【⑦-3】
ろう【⑦-3】
ろう【⑦-3】

35 島﨑木材株式会社

秩父地域外

⑦秩父材の地元エリアでの ⑦秩父材の地元エリアでの ⑦秩父材の地元エリアでの ⑦秩父材の地元エリアでの
活用推進事業【⑦-4】
活用推進事業【⑦-4】
活用推進事業【⑦-4】
活用推進事業【⑦-4】

33

（一社）間伐材ウッドチッ
プ舗装協会

36 株式会社 家づくり工房 秩父地域外

37

一級建築士事務所
マツザワ設計

秩父地域外

彩の木の家ネットワー
38 ク・グリーンエア工法推 秩父地域外

進グループ

⑦株式会社 家づくり工房

⑦秩父産木材利用促進・
普及啓発事業【⑦-5】
⑤秩父産「丸み材」を活用
した健康住宅工法「グリー
ンエア工法」の開発【⑤10】

⑦竹内邸新築工事【⑦-6】
⑤グリーンエア工法の開発
（その2） 秩父産適寸丸太
による中温乾燥材の開発と
ニーズ調査【⑤-10】

39 メープルベースクラブ

秩父・横瀬

⑤林地残材、倒木を活用し
た木工製品の開発とイベン ⑭秩父のカエデと木育の普 ⑭秩父のカエデと木育の普
ト実施による秩父のカエデ 及活動事業【⑭-9】
及活動事業【⑭-9】
の普及活動事業【⑤-17】

40 関野木材

秩父・横瀬

⑤藍で染めた木の器技術
開発【⑤-11】

吉田・小鹿野

⑤紙漉き技術の伝承とコウ ⑤紙漉き技術の伝承とコウ ⑤紙漉き技術の伝承とコウ
ゾ（楮）の栽培・増産【⑤- ゾ（楮）の栽培・増産【⑤- ゾ（楮）の栽培・増産【⑤12】
12】
12】

41

おがの紙漉き伝承倶楽
部

42 一條ランバー株式会社 秩父地域外

⑤藍染木の器の完成へ
【⑤-11】

⑦秩父産材を活用したフ
ローリング（床材）の作製
【⑦-7】

秩父・横瀬

⑦秩父の木を使った家づく
り【⑦-8】

44 株式会社いのうえ工務店 秩父・横瀬

⑦100年先へ、秩父の元気
な森を残そう！！プロジェ
クト【⑦-9】

45 杣・木挽き・規矩観触会 秩父・横瀬

⑭秩父の杣人が未来につ
なげる木挽きの技と心【⑭2】

43 山中工務店

46

秩父木工フェア&木育ひ
秩父・横瀬
ろば実行委員会

⑭秩父の木をみんなで一
緒にPR事業【⑭-3】

47 坂本銘木店

秩父・横瀬

⑭秩父産の木材を使用し ⑭秩父産の木材を活かし
た木製品の生産加工販売 た木製品のPRと販売【⑭【⑭-4】
4】

48 ツグミ工芸舎

秩父・横瀬

⑭世界に向けた秩父材製
＆秩父生まれの木のおも
ちゃのPR【⑭-5】

2019/1/31現在

No. 団体名（順不同）
49 NKサービス株式会社

地域区分

H24

H25

H26

H27

H28

H29

皆野・長瀞

50 伊佐ホームズ株式会社 秩父地域外

51 Le plein（ル・プラン）

秩父地域外

⑦みどりの村「村カフェ」
【⑦-11】

52 株式会社千葉工務店

秩父地域外

⑦秩父産材を使用した新
築住宅見学会及び広報活
動【⑦-12】

株式会社大島博明建築 秩父地域外
研究所

⑦オール秩父産木材の住
宅（松倉邸新築工事）【⑦13】

53

54 西武鉄道株式会社

秩父地域外

55 有限会社喜多工務店

吉田・小鹿野

H30

⑤NKプロダクツの開発
（地元材とアルミによるイン
テリア雑貨の開発）【⑤13】
⑦森を育てる家づくり
（秩父産杉・桧をつかった
住宅建築）【⑦-10】

⑭西武グループスマイル
ファミリーフェスティバル
2017（社員・家族を対象と
する福利厚生イベントの一
環）【⑭-6】

⑭西武グループスマイル
ファミリーフェスティバル
2018
（社員・家族を対象とする福
利厚生イベントの一環）【⑭
-7】
⑦秩父産材を使ったレ
ジャー産業倉庫棟新築工
事

56

村カフェ＆RVパークみ
どりの村

吉田・小鹿野

⑦ログハウス、トレーラー
ハウス、インテリア、ガーデ
ン雑貨、木製建具等の製
作、販売、施工

57

株式会社秩父ハーブ研
秩父・横瀬
究開発

⑤クロモジの新製品開発に
伴うパッケージ及びパンフ
レットの作成【⑤-14】

大滝・荒川

⑤今年の花粉症対策-針
葉樹を使った製品開発【⑤
-15】

59

株式会社ウッディーコイ
秩父・横瀬
ケ

⑧山仕事の人材確保事業
【⑧-4】

60

東京土建一般労働組合 秩父地域外
豊島支部

⑭第2回ウッドLifeフェス（子
ども工作まつり）

61

里山アートピック実行委
皆野・長瀞
員会

⑭里山アートピック

62

秩父・市民参加型伐採
プロジェクト協議会

⑭秩父・市民参加型伐採プ
ロジェクト【⑭-8】

58 ヨロズ国産木材

合

計

秩父・横瀬

10件

23件

10件

16件

14件

22件

20件

