
も く じ

団体名（順不同） ページ

① 森林施業の集約化、低コスト化等に資する事業

※全事業報告対象外（事業完了後 5年以上経過）のため報告書の掲載なし。

※事業名称・団体については巻末の一覧表を参照。

② 森林の循環利用の促進

※全事業報告対象外（事業完了後 5年以上経過）のため報告書の掲載なし。

※事業名称・団体については巻末の一覧表を参照。

③ 針広混交林化等の森林整備の推進

※全事業報告対象外（事業完了後 5年以上経過）のため報告書の掲載なし。

※事業名称・団体については巻末の一覧表を参照。

④ シカ等の食害対策の推進

※全事業報告対象外（事業完了後 5年以上経過）のため報告書の掲載なし。

※事業名称・団体については巻末の一覧表を参照。

⑤ 新たな森林産業への支援

【⑤-1】「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」株式会社献(H26)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-2】「秩父カエデ酵母菌活用事業」お菓子な郷推進協議会(H26)・・・・・・・

【⑤-3】「秩父産材木製品開発事業」公益社団法人埼玉県農林公社(H28)・・・・・・・

【⑤-4】「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-」金子製材㈱(H28)・・・・・・・・・・・・

「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」金子製材㈱(H30)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-5】「秩父産材を活用した木工品の PR」秩父銘友会(H27,28,29)・・・・・・・
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【⑤-6】「第3のみつ製造のための獣害ネット設置事業」第3のみつ研究会(H27,28)・・

「秩父産材を使用した西洋ミツバチの養蜂巣箱、継箱の製造」

第 3のみつ研究会(H30)・・・・・・・

【⑤-7】「秩父農工科学高校食品化学科「農力」育成強化プロジェクト支援事業」

第 3のみつ研究会(H30)・・・・・・・

【⑤-8】「秩父千鹿谷郷ひなた村特産品開発」秩父千鹿谷郷ひなた村(H27,28)・・・・

【⑤-9】「秩父産間伐材を利用した自然素材ウッドチップ舗装の普及活動」

（一社）間伐材ウッドチップ舗装協会(H27,28,29,30)・・・・・・・

【⑤-10】「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」彩の木の家ネットワーク・グリーンエア工法推進グループ(H27)・・・・

「秩父産適寸丸太による中温乾燥材の開発とニーズ調査」

彩の木の家ネットワーク・グリーンエア工法推進グループ(H28)・・・・・・・・・・

【⑤-11】「藍で染めた木の器技術開発」関野木材(H28)

「藍染木の器の完成へ」関野木材(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-12】「紙漉き技術の伝承とコウゾ（楮）の栽培・増産」

おがの紙漉き伝承倶楽部(H28,29,30)・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-13】「NK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）」

NK サービス株式会社(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-14】「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」

株式会社秩父ハーブ研究開発(H30)・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-15】「今年の花粉症対策-針葉樹を使った製品開発」ヨロズ国産木材(H30)・・・

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

秩父もくもくきかく(H28)【⑦-14】・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-17】「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」メープルベースクラブ(H28)【⑭-9】・・・・

【⑤-18】「「土佐の森式軽架線集材」導入検討事業」秩父樹液生産協同組合(H29)・・・

⑥ 保健・レクリエーション等の森林が持つ機能を有効利用する事業

※全事業報告対象外（事業完了後 5年以上経過）のため報告書の掲載なし。

※事業名称・団体については巻末の一覧表を参照。

⑦ 公共施設や民間住宅等での木材利用の推進

【⑦-1】「特別養護老人ホーム荒川園食堂内装木質化工事」

社会福祉法人秩父正峰会(H26)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【⑦-2】「荒川源流 六角堂ログあずまや造りプロジェクト」

荒川源流ログハウス技士会(H26)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-3】「近くの山の木で家をつくろう」株式会社小林建設(H27,28,29,30)・・・・・

【⑦-4】「秩父材の地元エリアでの活用推進事業」島﨑木材株式会社(H27,28,29,30)・・

【⑦-5】「秩父産木材利用促進・普及啓発事業」一級建築士事務所マツザワ設計(H27)・・

【⑦-6】「竹内邸新築工事」一級建築士事務所マツザワ設計(H30)・・・・・・・・・・

【⑦-7】「秩父産材を活用したフローリング（床材）の作製」

一條ランバー株式会社(H28)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-8】「秩父の木を使った家づくり」山中工務店(H29)・・・・・・・・・・・・

【⑦-9】「100 年先へ、秩父の元気な森を残そう！！プロジェクト」

株式会社いのうえ工務店(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-10】「森を育てる家づくり（秩父産杉・桧をつかった住宅建築）」

伊佐ホームズ株式会社(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-11】「みどりの村「村カフェ」」Le plein（ル・プラン）(H29)・・・・・・・・・・・・

【⑦-12】「秩父産材を使用した新築住宅見学会及び広報活動」

株式会社千葉工務店(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-13】「オール秩父産木材の住宅（松倉邸新築工事）」

株式会社大島博明建築研究所(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-14】「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」秩父もくもくきかく(H26)【⑤-16】・・・・・・・・・・・・・・・

⑧ 森林・林業分野における人材育成・雇用への支援

【⑧-1】「担い手の育成事業」秩父広域森林組合(H27)・・・・・・・・・・・・・・

【⑧-2】「新たな林業展開のための人材育成事業」秩父樹液生産協同組合(H27)・・・・

【⑧-3】「森林・林業分野における人材育成・雇用への支援」田口木工（株）(H26)・・・・

【⑧-4】「山仕事の人材確保事業」株式会社ウッディーコイケ(H30)・・・・・・・・・・・

⑨ 森林整備・山村都市交流の推進

【⑨-1】「掘り起こそう！次世代の森の活人！」ふぉれすとキッズよこぜ(H26)・・・・・

「もっと増やそう！次世代の森の活人！」ふぉれすとキッズよこぜ(H27)・・・

【⑨-2】「未来につなぐカエデの森づくり」NPO法人秩父百年の森(H27)・・・・・・

【⑨-3】「大滝の彩りのある森づくり推進事業」大滝山林振興協議会(H27)【⑭-10】・・

【⑨-4】「カエデの森づくり」カエデの森づくり推進協議会(H26)・・・・・・・・・

【⑨-5】「稲穂山における里山復興事業」秩父山里文化研究会(H26)・・・・・・・・
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【⑨-6】「長瀞の権田山 桜・楓・松林等の森林整備」

特定非営利活動法人長瀞町桜と松等を守る会(H26)・・・・・・・・・・・・・

【⑨-7】「野土山あじさいの森づくり推進事業」

長瀞町花の里づくり実行委員会(H27)・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑨-8】「親子森林環境教育」長瀞やなせ・こぴすの会(H27)・・・・・・・・・・・

⑩ 地域産木材の安定供給体制の確立

※実施事業なし。

⑪ 次世代の森林・林業及び山村を支える人づくりを推進する事業

※実施事業なし。

⑫ 森林整備への再投資が可能な森林産業の構築に資する事業

※実施事業なし。

⑬ 森林整備ボランティア育成への支援

※実施事業なし。

⑭ 森林・林業に関連するイベントへの支援

【⑭-1】「ありがとう！300 年の松」

特定非営利活動法人長瀞町桜と松等を守る会(H30)・・・・・・・・・・・・

【⑭-2】「秩父の杣人が未来につなげる木挽きの技と心」

杣・木挽き・規矩観触会(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-3】「秩父の木をみんなで一緒に PR 事業」

秩父木工フェア&木育ひろば実行委員会(H29)・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-4】「秩父産の木材を使用した木製品の生産加工販売」坂本銘木店(H29)

「秩父産の木材を活かした木製品の PR と販売」坂本銘木店(H30)・・・・・・

【⑭-5】「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(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-6】「西武グループスマイルファミリーフェスティバル 2017」

西武鉄道株式会社(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-7】「西武グループスマイルファミリーフェスティバル 2018」

西武鉄道株式会社(H30)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-8】「秩父・市民参加型伐採プロジェクト」

秩父・市民参加型伐採プロジェクト協議会(H30)・・・・・・・・・・・・・
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※活動状況報告書等が未提出の団体は掲載していません。（H30.12.17 現在）

【⑭-9】「秩父のカエデと木育の普及活動事業」メープルベースクラブ(H29,30)

【⑤-17】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-10】「カエデの植栽イベント事業」大滝山林振興協議会(H29,30)【⑨-3】・・・・・・
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実施団体別一覧表

秩父地域森林活用等創出支援事業補助金交付要綱・同細則



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

秩父広域森林組合

林業に必要な資格や技術を習得するため、受験準備講習や技術研修を受講して、職員として技術・

知識の向上に努め業務の向上を図る。

・林業架線作業主任者受験準備講習（H28.8 月）

・森林作業道（作設指導）研修（H28.9 月）

・森林施業プランナー認定試験（H28.9 月）

・林業架線作業主任者試験（H28.10 月）

Ｈ２９年度

・森林施業プランナーとして、小鹿野町両神薄及び横瀬町横瀬地区において、搬出間伐及び作業道

開設事業を担当

・現場職員として、搬出間伐における作業同作設を担当し、他の技能職員に技術指導を実施した。

担い手の育成事業（Ｈ２７）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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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

秩父樹液生産協同組合

山林の荒廃、過疎化の進む大滝地域において、林業に従事する新たな雇用を生むために事業を実施した。

雇用した職員は樹液採取作業や、組合商品の販売、組合運営に関わる事務に従事している。

1～3 月には主に樹液採取作業を行う。市内や両神、横瀬の山林においてカエデの樹液を採取し、主に

秩父観光土産品協同組合へ販売している。

12～1 月には主に木材販売事業を行う。市内の山林で間伐した材にQR コードを貼付しトレーサビリテ

ィを確保。住宅メーカーへ直接販売している。

10 月下旬にはカエデの植樹を行っている。スギなどの針葉樹を間伐した山にカエデ等の広葉樹を植え

ることで、より豊かな山林を形成する。

また、通年を通して、秩父の山で伐採したキハダを活用したオリジナル商品の開発、販売を行っている。

これらの活動を通して山の循環を生み、荒廃した山林と過疎化した地域の再生を行う。

木材販売事業の拡大。

新たな林業展開のための人材育成事業 （H27）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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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

田口木工株式会社

高齢者が退いていく中、若い人材を加えて木製建具、木製家具の製造取付けを伝承してゆきたい。

出来るだけ国産材或いは地場産の材料を利用しての製作を志しています。

簡単な建具の製作、規模の小さな取付工事は一人でも任せられるようになりました。

まだまだ習得することはたくさん有りますが、本人も自覚をもって日々作業しています。

携わった工事 旧大滝中学校改修工事

皆野町立皆野小学校教室改修工事

ときがわ町生き生き活動センタ－改修工事

長瀞地区公園トイレ建築工事 等

伝統的な工法も再確認しながら、従来と違う観点にも着目して新しい分野へ移行をめざしています。

森林・林業分野における人材育成・雇用への支援 （H26）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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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 遂行状況報告書

株式会社ウッディーコイケ

日刊木材新聞でも掲載されましたが、弊社は山林部の事業内容を拡充し、従来の素材生産に加え新た

な森づくりを積極的に始めております。現在、秩父地域の林業の活性化のために施業集約化、森林経営

計画の策定、素材生産から製材及びプレカットに加え、森林整備や次世代の森林を育てる施業にも取り

組んでいます。林業～製材、建築～林業へと循環型の林業を目指し取り組んでおります。その中で、林

業労働力の確保は最重要課題であり、人材育成は急務であります。秩父の林業の一役を担うため人材育

成に取り組んでおります。

① 平成 30 年 4 月 OJT 地拵・植付

② 平成 30 年 5 月 OJT 保育間伐調査

③ 平成 30 年 5 月 24、25 日チェンソー作業従事者特別教育受講 林業・木材

④ 平成 30 年 6 月 OJT 保育間伐選木

⑤ 平成 30 年 7 月 OJT 下刈

⑥ 平成 30 年 8 月 OJT 下刈

⑦ 平成 30 年 9 月 OJT 下刈

⑧ 平成 30 年 10 月 OJT コンパス測量、毎木調査

⑨ 平成 30 年 11 月 OJT 安全衛生講習、リスクアセスメント、KY 活動など

⑩ 平成 30 年 11 月 OJT 獣害防護柵設置

① 平成 30年 12 月 OJT 保育間伐、伐倒枝払集積

② 平成 31年 1 月 OJT 間伐、伐倒、集材架線に関する実務など

③ 平成 31年 1 月 31 日 平成 30 年度森林整備技術研修 埼玉県林業労働力確保支援センター

④ 平成 30年 2 月 OJT 保育間伐、集材架線に関する実務など

⑤ 平成 30年 3 月 OJT 林業機械に関する実務など

「森のことは森に聞け」「山のことは現場に学べ」通年で林業実務に携わって行きます。

山仕事の人材確保事業 （H30）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事

52
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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） 地域区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

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

⑤障害者との共存を推進
する横瀬森林体験事業

⑨掘り起こそう！次世代の
森の活人！【⑨-1】

⑨もっと増やそう！次世代
の森の活人！【⑨-1】

②森林施業集約の効率化
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

③将来につなぐ山の花道
整備事業

4 秩父樹液生産協同組合 大滝・荒川
①カエデ樹液活用による新
たな地域林業モデルの創
設

⑤秩父における樹液生産
環境の基盤整備

⑧新たな林業展開のため
の人材育成事業【⑧-2】

⑤「土佐の森式軽架線集
材」導入検討事業【⑤-18】

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
の有用広葉樹育苗事業

④秩父の森林再生のため
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
①森林施業集約の効率化
事業

②施業集約化事業の推進
のための森林測量支援ソ
フトの導入

⑨大滝の彩りのある森づく
り推進事業【⑨-3】

⑭カエデの植栽イベント事
業【⑨-3】

⑭カエデの植栽イベント事
業【⑨-3】

7 NPO法人　森 大滝・荒川
⑥秩父がもたらす癒しの空
間・秩父からの元気発信プ
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

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】

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
景観の保全

③尾ノ内渓谷、両神山登山
道の整備と保全

10 NPO法人　やまなみ 吉田・小鹿野 ⑥浅間山整備事業

11 お菓子な郷推進協議会 秩父・横瀬
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】

12
カエデの森づくり推進協
議会

秩父・横瀬 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

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】

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

＊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。

2 秩父広域森林組合 秩父・横瀬
①上影森橋立作業道作設
事業

⑧担い手の育成事業【⑧-
1】

13
公益社団法人　埼玉県
農林公社

秩父・横瀬
⑤秩父産材木製品開発事
業【⑤-3】
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No. 団体名（順不同） 地域区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

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

⑨稲穂山における里山復
興事業【⑨-5】

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

20
NPO法人花の森こども
園

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】

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

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【⑦-
2】

27
特定非営利活動法人
長瀞町桜と松等を守る
会

皆野・長瀞
⑨長瀞の権田山　桜・楓・
松林等の森林整備【⑨-6】

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】

⑤秩父産材を活用した木
工品のPR【⑤-5】

⑤秩父産材を活用した木
工品ＰＲ【⑤-5】

29 第3のみつ研究会 皆野・長瀞
⑤第3のみつ製造のための
獣害ネット設置事業【⑤-6】

⑤第3のみつ製造のための
獣害ネット設置事業【⑤-6】

⑤秩父産材を使用した西
洋ミツバチの養蜂巣箱、継
箱の製造【⑤-6】

⑤秩父農工科学高校食品
化学科「農力」育成強化プ
ロジェクト支援事業【⑤-7】

30
長瀞町花の里づくり実
行委員会

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【⑨-
8】

32
秩父千鹿谷郷　ひなた
村

吉田・小鹿野
⑤秩父千鹿谷郷　ひなた村
特産品開発【⑤-8】

⑤秩父千鹿谷郷　ひなた村
特産品開発【⑤-8】

19
埼玉木材チップ協同組

合
皆野・長瀞
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No. 団体名（順不同） 地域区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

33
（一社）間伐材ウッドチッ
プ舗装協会

吉田・小鹿野

⑤秩父産間伐材を利用し
た自然素材ウッドチップ舗
装の普及活動【⑤-9】

⑤秩父産間伐材を利用し
た自然素材ウッドチップ舗
装の普及活動【⑤-9】

⑤秩父産間伐材を利用し
た自然素材ウッドチップ舗
装の普及活動【⑤-9】

⑤秩父産間伐材を利用し
た自然素材ウッドチップ舗
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
ろう【⑦-3】

⑦近くの山の木で家を作ろ
う【⑦-3】

⑦近くの山の木で家をつく
ろう【⑦-3】

⑦近くの山の木で家をつく
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
活用推進事業【⑦-4】

⑦秩父材の地元エリアでの
活用推進事業【⑦-4】

⑦秩父材の地元エリアでの
活用推進事業【⑦-4】

⑦秩父材の地元エリアでの
活用推進事業【⑦-4】

36 株式会社　家づくり工房 秩父地域外 ⑦株式会社　家づくり工房

37
一級建築士事務所
マツザワ設計

秩父地域外
⑦秩父産木材利用促進・
普及啓発事業【⑦-5】

⑦竹内邸新築工事【⑦-6】

38
彩の木の家ネットワー
ク・グリーンエア工法推
進グループ

秩父地域外

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【⑤-
10】

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
ト実施による秩父のカエデ
の普及活動事業【⑤-17】

⑭秩父のカエデと木育の普
及活動事業【⑭-9】

⑭秩父のカエデと木育の普
及活動事業【⑭-9】

40 関野木材 秩父・横瀬
⑤藍で染めた木の器技術
開発【⑤-11】

⑤藍染木の器の完成へ
【⑤-11】

41
おがの紙漉き伝承倶楽
部

吉田・小鹿野

⑤紙漉き技術の伝承とコウ
ゾ（楮）の栽培・増産【⑤-
12】

⑤紙漉き技術の伝承とコウ
ゾ（楮）の栽培・増産【⑤-
12】

⑤紙漉き技術の伝承とコウ
ゾ（楮）の栽培・増産【⑤-
12】

42 一條ランバー株式会社 秩父地域外

⑦秩父産材を活用したフ
ローリング（床材）の作製
【⑦-7】

43 山中工務店 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【⑭-
2】

46
秩父木工フェア&木育ひ
ろば実行委員会

秩父・横瀬
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
た木製品の生産加工販売
【⑭-4】

⑭秩父産の木材を活かし
た木製品のPRと販売【⑭-
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】
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No. 団体名（順不同） 地域区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

49 NKサービス株式会社 皆野・長瀞

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）【⑤-
13】

50 伊佐ホームズ株式会社 秩父地域外

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】

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】

53
株式会社大島博明建築
研究所

秩父地域外

⑦オール秩父産木材の住
宅（松倉邸新築工事）【⑦-
13】

54 西武鉄道株式会社 秩父地域外

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】

55 有限会社喜多工務店 吉田・小鹿野

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
究開発

秩父・横瀬
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】

58 ヨロズ国産木材 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
ケ

秩父・横瀬
⑧山仕事の人材確保事業
【⑧-4】

60
東京土建一般労働組合
豊島支部

秩父地域外
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
員会

皆野・長瀞 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

秩父・横瀬
⑭秩父・市民参加型伐採プ
ロジェクト【⑭-8】

10件 23件 10件 16件 14件 22件 20件合　　　　計


