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参考資料1：新分野展開検討チェックシート

　ハンドブックに掲載した内容をチェックシート
にまとめました。新分野進出において事業化を検
討される際には、これらの項目を満たしているか
どうかのチェックに役立ててください。

　ハンドブックに掲載した内容をチェックシート
にまとめました。新分野進出において事業化を検
討される際には、これらの項目を満たしているか
どうかのチェックに役立ててください。

１．スタートアップ

１－１ □本業の重心を移動し、将来の主力事業の種をつくることが企図できているか
新分野進出の目的を定め □本業の関連事業を強化し、新事業での貢献に加え本業への相乗効果を創出す
ているか ることが企図できているか

□新分野を展開することによる自社のイメージ向上ができているか
□新規での人材確保ができているか
□社員の教育・研修、幹部候補の育成を行うことが企図できているか

１－２ □目的を文章で明確に表現しているか
新分野進出の目的をメン □連携機関等ともお互いの目的を共有しているか
バー間で共有しているか

２．マーケティング

２－１ □顧客を具体的に定めているか
マーケットニーズの把握 □顧客との接点を持つための機能を設けているか
を行う計画になっている □顧客が求めることを把握しているか
か

２－２ □ビジネスモデルにおいて他社が参入しにくいよう、障壁を設定できているか
参入障壁を設定している 例：特定の農産物について生産者から全量買取することによって、他社は当該
か 農産物の仕入れが困難になる。

例：港湾を利用して釣堀を設置することにより、スペースを先に独占し、他社
の参入が困難になる。

２－３ □競合先を把握しているか
競合先はどのようなとこ □競合先の商品やサービスを体験しているか
ろか □競合先の商品やサービスと、自社の商品やサービスを、機能、価格の両面に

おいて比較しているか

２－４ □商品やサービスの機能において差別化できているか
独自性はあるか □商品やサービスの価格において差別化できているか

□商品のデザインにおいて差別化できているか

２－５ □顧客が求める価値と価格について、顧客の意見を収集しているか
提供価値の対価性 □自らが顧客の立場となった場合、対価を支払う気持ちになるか

２－６ □サプライチェーンはつながっているか
販売手段 □商品やサービスに適した販売手段（対面、卸、Webなど）、販売地域（地元、

広域、全国など）を整理できているか

２－７ □パブリシティー（新聞記事掲載）を活用しているか
プロモーション手段 □定めた顧客へのアプローチに適したプロモーション手段を特定できているか
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参考資料1：新分野展開検討チェックシート

３．経営管理体制

３－１ □ 自社が担うプロセスについて、自社の経営資源や企業文化との適合性は高い
開発・生産・販売プロセ か（あまりにも関連性の低いテーマは危険）
スの妥当性 □適合性が低い場合でも、新たな事業を展開する合理的な根拠があるか

３－２ □ 自社の強みで無いプロセスについては他社と連携することでリスクを分散で
異業種との連携 きているか

□事業への参加者がリスクに応じた利益を享受できる仕組みとなっているか

３－３ □プロジェクトリーダーとして、社内の有望人材を任命できるか
人材確保・教育 □自社で調達可能な人材が不足している場合は、他社から調達が可能か

□成功時のインセンティブ制度はあるか

３－４ □設備投資計画は適切な規模か（本業へ影響を与えないか）
設備計画 □将来の生産量増大を念頭に設備計画を作成しているか

□食品に関する事業については関係法令を遵守しているか

３－５ □事業に必要な技術・ノウハウは確保できているか
技術・ノウハウの確保 □技術やノウハウが流出するリスクの対策をとっているか

□ 必要に応じて特許申請を検討しているか（生産ノウハウ等の場合は特許申請
しないほうが得策な場合もある）

３－６ □経営管理体制は構築されているか
経営管理体制の構築 □ＰＤＣＡの機能が充足しているか

□意思決定は、少人数でスピーディーに決定できるか
□関係者間の責任と権限は明確に整理されているか
□特定の企業、人物がリスクを負う体制になっていないか

３－７ □数値計画は作成されているか
財務 □数値計画の目標と実績の突合せを月次で行う体制が取れているか

３－８ □資金の使い道は明確になっているか
資金計画 □事業計画は第三者が納得できるように作成されているか

□５年程度の数値計画が作成出来ているか
□事業を中心となって進める責任者はいるか
□ スタートアップについては助成金等を活用しつつも、収益源を早期に獲得で
きる見込みがあるか
□本業の経営に影響を与えない範囲の投資金額となっているか

４．評価及びクロージング

□事業を評価する時期を定めているか
□成功のために満たすべき条件を定めているか
（売上、収益性、シェア、顧客数、人材確保、本業への貢献）
□評価を踏まえて、期中でも事業計画を柔軟に変更することが可能か
□失敗時の撤退基準を定めているか
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参考資料2：建設業の元気回復事業認定の協議会一覧
※「募集」の「Ⅰ」は本事業の一次募集（平成21年３月～５月）、「Ⅱ」は二次募集（平成
21年９月）でそれぞれ認定されたことを表す。

連番 地整区分 都道府県
募
集

協議会名 事業名 

1 北海道 北海道 Ⅰ いちい協議会
バイオマス資源の循環利用に関す
る事業 

2 北海道 北海道 Ⅰ
海と川に育まれた新石狩
協議会 

海と川に育まれた新石狩のリサイ
クル・モノづくり・需要創造に関
する事業 

3 北海道 北海道 Ⅰ
クリーンエネルギーで北
海道を元気にする協議会

クリーンエネルギーを利用して新
分野に進出する事業 

4 北海道 北海道 Ⅰ
東十勝ロングトレイル活
動協議会

東十勝ロングトレイルを活用した
地域活性化に関する事業 

5 北海道 北海道 Ⅰ
北後志風土ツーリズム協
議会

祝津地区漁場建築修復と地域振興
に関する事業 

6 北海道 北海道 Ⅱ

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

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 

7 北海道 北海道 Ⅱ
「空知フード＆ワイン
ロード計画」協議会

「空知フード＆ワインロード計
画」事業 

8 北海道 北海道 Ⅱ
ロシアとの経済交流推進
協議会

ロシア極東地域への積雪寒冷地対
応木造住宅輸出事業 

9 北海道 北海道 Ⅱ 美瑛ダーチャ建設協議会
「セカンドホーム・ツーリズム」
ハウジング事業 

10 北海道 北海道 Ⅱ
留萌観光元気プロジェク
ト協議会

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 

11 北海道 北海道 Ⅱ
「稚内の環境を活かした
まちづくり」協議会

「地域特性の環境を活かしたまち
づくり」に関する事業 

12 東北 青森県 Ⅰ
漁場・地球環境再生協議
会

海の森再生による漁場・地球環境
創造事業 

13 東北 青森県 Ⅰ
青森県建設業地域メタ
ノール利活用推進協議会

地域資源を活用したエネルギー事
業への展開 

14 東北 青森県 Ⅰ
「グリーンニューディー
ル・つがる」事業協議会

グリーンニューディール・つがる
～循環型地域観光”津軽ing（つ
がりんぐ）”による地場産業の生
業づくり～
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15 東北 岩手県 Ⅰ
西和賀元気な産業再生コ
ンソーシアム

西和賀の山の幸を生かした地域産
業活性化事業 

16 東北 岩手県 Ⅰ
いわて建設業＊林業架け
橋協議会

建設業・林業協働による林業施業
の効率性向上と岩手県産木質資源
の需要拡大 

17 東北 宮城県 Ⅰ 登米地域の元気を創る会
農業と建設業の連携によるアグリ
ビジネス創出事業 

18 東北 宮城県 Ⅰ 石巻地域の元気を創る会
水産業から廃棄されるカキ殻等を
利活用した創出事業 

19 東北 宮城県 Ⅰ
宮城蔵王地域振興推進協
議会

コミュニティビジネスを創出する
滞在施設「地・ＬＯＨＡＳスタジ
オ」で地域を元気回復する事業 

20 東北 宮城県 Ⅰ
みやぎ林建共働推進協議
会

みやぎ林建共働の推進 

21 東北 秋田県 Ⅰ
コミュニティＦＭよこて
推進協議会

コミュニティＦＭよこて推進事業 

22 東北 秋田県 Ⅰ
由利本荘市地域森林再生
協議会

由利本荘市元気森もり創出事業 

23 東北 山形県 Ⅰ
最上地域林業・建設業活
性化協議会

林・建協働による地域材の安定供
給システムづくりに関する事業 

24 東北 山形県 Ⅰ
地域資源開発プロジェク
ト

小国町地区建設業活性化事業 

25 東北 福島県 Ⅰ
会津いまっと木サイクル
創造協議会

会津いまっと木サイクル創造事業 

26 東北 福島県 Ⅰ
いわき新エネルギー協議
会

日本初、１軸可動式太陽光追尾シ
ステム太陽光発電パイロット事業 

27 東北 福島県 Ⅰ
桑折町建設業の活力再生
と街づくり推進協議会

桑折宿復興を目指した「おもてな
しの環境経済システム」構築プロ
ジェクト～建設業と林業及び観光
関連分野との連携事業～ 

28 東北 福島県 Ⅰ 奥会津元気回復協議会
尾瀬を源流とする伊南川の多様性
回復とふれあい創造事業 

29 東北 福島県 Ⅰ
もとみや元気回復チャレ
ンジ協議会

もとみや元気回復チャレンジ事業 

30 東北 青森県 Ⅱ
「青森薬箱プロジェク
ト」推進協議会

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 

31 東北 岩手県 Ⅱ
一関地方産業活性化協議
会

災害に強い地域づくりと林業・観
光の振興に関する事業 

32 東北 宮城県 Ⅱ
登米市建設業活力再生協
議会

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
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33 東北 宮城県 Ⅱ
富谷ブルーベリーサミッ
ト協議会

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 

34 東北 秋田県 Ⅱ
かづのソバ開発推進協議
会

地産ソバ（かづのソバ）開発で元
気回復事業 

35 東北 福島県 Ⅱ
蔵再生による地域づくり
推進協議会

「くら再生」による活力ある地域
創生事業 

36 東北 福島県 Ⅱ
ふくしまの家地域活性化
推進協議会

古民家等空き家を活用して地域を
元気にする事業 

37 関東 茨城県 Ⅰ
八溝多賀林業・建設業協
議会

八溝多賀林建協働モデルプロジェ
クト 

38 関東 栃木県 Ⅰ
那須烏山元気回復事業協
議会

茅葺き屋根古民家と農場を活用し
た田舎暮らしの良さを発信する那
須烏山活性化事業 

39 関東 群馬県 Ⅰ
地域人材を活用した生産
性向上協議会

「地域人材を活用した生産性向
上」に関する事業 

40 関東 埼玉県 Ⅰ ザクロの里づくり協議会
ザクロの里づくりに伴う建設業・
地域活性化に関する事業 

41 関東 千葉県 Ⅰ ちば元気モリモリ会
デイサービス施設として遊休社屋
等を活用した建設事業創出に関す
る事業 

42 関東 千葉県 Ⅰ
東国吉地区里山整備協議
会

里山の賦活（ふかつ）と資源の有
効利用方法の試行に関する事業 

43 関東 東京都 Ⅰ
向島・景観まちづくり推
進協議会

向島・景観保全と安全安心まちづ
くり 

44 関東 神奈川県 Ⅰ
おだわら久野地域の魅力
を再生する協議会

遊休農地や間伐材を活用したビジ
ネスモデルの研究、実施に関する
事業 

45 関東 神奈川県 Ⅰ
ヨコハマ商建連携推進協
議会

商店街と建設業の連携による地域
活性化推進事業 

46 関東 山梨県 Ⅰ
山中湖村元気再生推進協
議会　建設部

地元建設業者による循環型農業の
通年支援事業 

47 関東 山梨県 Ⅰ
山梨県地中熱利用推進協
議会

地中熱を利用した自然エネルギー
の有効活用 

48 関東 山梨県 Ⅰ
山梨県小水力発電促進協
議会

新エネルギー小水力発電の普及促
進による建設業と地域の元気回復
事業 

49 関東 山梨県 Ⅰ
観光と特産品づくりを
テーマに建設業の元気回
復を図る事業開発協議会

ブランドきのこづくりと観光で建
設産業の新規事業開発と経営資源
の有効活用及び地域の活性化策を
策定する事業
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50 関東 山梨県 Ⅰ
大月市元気回復・森沢山
協議会

大月市元気回復・森沢山プロジェ
クト 

51 関東 長野県 Ⅰ
駒ヶ根建設業環境事業推
進協議会

循環型社会を目指した環境対策事
業（生ごみ資源化と駒ヶ根市の特
産品の開発への取り組み） 

52 関東 長野県 Ⅰ
地域木材活用ビジネス創
出協議会

地域木材による”地産地葬ビジネ
ス”育成事業 

53 関東 長野県 Ⅰ
中山のんびりの里づくり
推進協議会

しののめ山麗　中山のんびりの里
づくり推進に関する事業 

54 関東 茨城県 Ⅱ
那珂市建設業と地域元気
回復事業実施協議会

「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 

55 関東 茨城県 Ⅱ
鹿嶋市省エネ・創エネ事
業協議会

「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」 

56 関東 栃木県 Ⅱ
大田原地域間伐材活用推
進協議会

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 

57 関東 埼玉県 Ⅱ
“安行”緑と環境の街づ
くり協議会

“安行”緑と環境の街づくりに関
する事業 

58 関東 東京都 Ⅱ 八丈島活性化協議会
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 

59 関東 山梨県 Ⅱ 身延町観光振興協議会
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 

60 関東 山梨県 Ⅱ
小菅村を元気にする協議
会

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 

61 関東 山梨県 Ⅱ
山梨・フルーツ新加工調
理推進協議会

山梨・フルーツ新加工調理に関す
る事業 

62 関東 長野県 Ⅱ
中山のんびりの里づくり
推進協議会

しののめ山麗　中山のんびりの里
づくりに関する事業 

63 関東 長野県 Ⅱ 絹の街保存会
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 

64 北陸 新潟県 Ⅰ
関川新米沢街道検討協議
会

建設業と地域の連携で築く新米沢
街道の再生事業 

65 北陸 新潟県 Ⅰ
佐渡市漁業資源流通活性
化協議会

トキの島が育む「海の幸」活用事
業 

66 北陸 新潟県 Ⅰ
山古志・越路地区活性化
協議会

山古志・越路地区の観光事業の展
開及び新商品開発 

67 北陸 新潟県 Ⅰ
尾瀬・魚沼ルート活性化
協議会

「魚沼から行く尾瀬ルート」を活
用した交流人口拡大による地域活
性化
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68 北陸 新潟県 Ⅰ
新潟県イチジク生産促進
協議会

イチジク生産による新市場の創生
と建設業態の多角性の創造事業 

69 北陸 富山県 Ⅰ
黒部・宇奈月温泉観光活
性化協議会

低炭素社会型観光まちづくりに関
する事業 

70 北陸 富山県 Ⅰ
呉羽梨生産地域活性化協
議会

梨生産農家との連携による「呉羽
梨」再生ビジネス事業 

71 北陸 富山県 Ⅰ
新川地域間伐材活用協議
会

森林の間伐材の活用促進事業 

72 北陸 富山県 Ⅰ
となみ散居村空き家利活
用協議会

となみ散居村空き家利活用に関す
る事業 

73 北陸 富山県 Ⅰ
大岩地区観光活性化協議
会

手づくりの土産品復活等による大
岩地区活性化事業 

74 北陸 石川県 Ⅰ
羽咋市「海彦計画」推進
協議会

天然岩牡蠣のブランド化事業 

75 北陸 石川県 Ⅰ
能登半島先端の小規模耕
地を天恵にする協議会

小規模耕地での竹チップ活用によ
る防草と糖度アップの雑穀（そば、
小豆、サツマイモなど）生産及び
加工品の開発販売事業 

76 北陸 石川県 Ⅰ 白山ろく森づくり協議会
手取めぐみの森再生事業～ゲレン
デ跡地の再生計画～ 

77 北陸 新潟県 Ⅱ
新潟市西蒲区元気創生協
議会

地元麦酒（ビール）粕のリサイク
ルによる土壌改良材及び有機肥料
等の製造事業 

78 北陸 新潟県 Ⅱ 村上茶活性化協議会
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～ 

79 北陸 新潟県 Ⅱ
遊休地活用による地域活
性化協議会

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 

80 北陸 富山県 Ⅱ
和漢薬の里ヘルスツーリ
ズム推進協議会

和漢薬の里ヘルスツーリズム事業 

81 北陸 石川県 Ⅱ 山代温泉再生協議会
古湯復活！山代温泉「湯の曲輪」
賑わい創出事業 

82 中部 岐阜県 Ⅰ 郡上地域森づくり協議会
地域の森林保全モデルプロジェク
ト 

83 中部 岐阜県 Ⅰ
下呂方式食材生産施設整
備協議会

クリーンエネルギーを活用した高
付加価値食材生産システム構築事
業 

84 中部 岐阜県 Ⅰ
吉城地域循環型産業構築
推進協議会

汚染土壌の不溶化技術を活用した
循環型産業構築推進プロジェクト 

85 中部 岐阜県 Ⅰ
東濃地域温暖化対策協議
会

地域のタイル廃材を使用した環境
配慮型舗装による地場産業活性化
事業
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86 中部 岐阜県 Ⅰ
天竜地域建設業・林業共
働モデル検討協議会

天竜美林の有効活用を目指した林
建共働モデル事業 

87 中部 三重県 Ⅰ
伊賀市　菜の花プロジェ
クト推進協議会

「菜の花プロジェクト」推進に係
る耕作放棄地の乾田化に関する調
査・研究 

88 中部 三重県 Ⅰ 東紀州地域活性化協議会 バイオマスによる地域活性化事業 

89 中部 三重県 Ⅰ 新姫特産品化推進協議会
熊野市生まれの香酸柑橘「新姫
（にいひめ）」の生産・販売促進事
業 

90 中部 三重県 Ⅰ
マコモでこもののまちお
こし協議会

町名の由来「マコモタケ」による
耕作放棄地の再生に関する調査研
究事業 

91 中部 愛知県 Ⅱ
都市型農建連携「アグリ
事業」振興協議会

都市型農建連携による市民農園・
観光農園振興事業 

92 中部 岐阜県 Ⅱ
郡上地域観光活性化協議
会

郡上地域観光活性化プロジェクト 

93 中部 岐阜県 Ⅱ
岐阜県建設業・農業地域
連携モデル協議会

建設業農業参入地域連携モデル事
業 

94 中部 三重県 Ⅱ
亀山茶ブランド化推進協
議会

「亀山茶」ブランドづくりに関す
る調査研究事業 

95 中部 三重県 Ⅱ
伊雑ノ浦地区漁場再生協
議会

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 

96 中部 静岡県 Ⅱ
熱海市観光まちづくり・
防災まちづくり推進協議
会

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 

97 中部 静岡県 Ⅱ
伊豆バリアフリー環境整
備協議会

伊豆地域のバリアフリー環境向上
に関する事業 

98 近畿 福井県 Ⅰ
福井の家ネットワーク及
び情報提供システム協議
会

「福井の家」の開発とネットワー
クづくり及び情報提供システムに
関する事業 

99 近畿 滋賀県 Ⅰ
安曇川扇骨の里と桜街道
復活協議会

安曇川扇骨の里を巡る桜街道とふ
るさとの川辺整備事業 

100 近畿 京都府 Ⅰ 「木」の町づくり協議会
地元の間伐材を利用した「路面材」
の企画開発運営に関する事業 

101 近畿 京都府 Ⅰ
京丹後新規農業活性化協
議会

京丹後の豊かな自然を活かした農
業活性化事業 

102 近畿 大阪府 Ⅰ
職人の雇用の安定を図る
建設技能士職域拡大検討
協議会

建設技能士の職域拡大への挑戦
　―環境適応化技術の開発とリ
フォーム事業への展開を目指して 
― 
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103 近畿 大阪府 Ⅰ
既存ストックを活用した
建設業と新産業連携モデ
ル事業協議会

既存ストックを活用した建設業と
新産業連携モデル事業 

104 近畿 兵庫県 Ⅰ
加古川・共生まちづくり
創造グループ

自転車を核に「人」と共生するま
ちづくりに関する事業 

105 近畿 奈良県 Ⅰ
桜井市景観まちづくり協
議会

「町家調和型太陽光発電＋地域認
証材活用町家＋まちづくり拠点」
コラボレーションモデル事業 

106 近畿 京都府 Ⅱ 宮津地方竹林再生協議会
竹林再生と竹資源の利用方策の研
究に関する事業 

107 近畿 京都府 Ⅱ

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

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 

108 近畿 兵庫県 Ⅱ
人と自然の水辺づくり協
議会

武庫川河川敷活性化に関する事業 

109 近畿 奈良県 Ⅱ
宇陀地域活性化推進協議
会

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 

110 中国 島根県 Ⅰ
山と木質バイオマスを活
用する元気回復協議会

山と木質バイオマスを活用した建
設業と地域の元気回復事業 

111 中国 島根県 Ⅰ
石州瓦リサイクル推進協
議会

石州瓦再生利活用促進事業 

112 中国 岡山県 Ⅰ みまさか元気回復協議会
建設業者の高齢者レジャーと地域
コミュニティ挑戦事業 

113 中国 広島県 Ⅰ
備後いぐさリノベーショ
ン事業協議会

備後いぐさリノベーション事業 

114 中国 広島県 Ⅰ
庄原雪資源活用プロジェ
クト協議会

福祉環境整備と雪資源活用プロ
ジェクト 

115 中国 広島県 Ⅰ
神石高原コミュニティ・
ビレッジ協会

建設業の経営資源を活用した「コ
ミュニティ・ビレッジ開発事業」
のモデル事業に関する事業 

116 中国 広島県 Ⅰ
日本の里 (広島県東広島
市地区)開発協議会

「食」により都市と農村を直結す
る拠点・情報インフラ構築事業 

117 中国 山口県 Ⅰ
山口県阿東地域活性化協
議会

休耕田等を利用した油糧系景観作
物の栽培・商品化による町の新し
い特産品開発と観光振興に関する
事業 

118 中国 島根県 Ⅱ
奥出雲町ＥＣＯ農業推進
協議会

「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 

119 中国 広島県 Ⅱ
海生交流都市（江田島市）
開発協議会

江田島市フィールドミュージアム
づくり事業
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120 四国 徳島県 Ⅰ
剣山うだつを上げるそば
協議会

剣山の里「ソバ」特産品づくりに
関する事業 

121 四国 徳島県 Ⅰ みどりの里再生協議会 みどりの里再生に関する事業 

122 四国 徳島県 Ⅰ 三好おさつの里協議会 三好おさつの里に関する事業 

123 四国 徳島県 Ⅰ
光のまちあなん元気回復
協議会

光のまちあなんに関する事業 

124 四国 愛媛県 Ⅰ
うちこ地域元気回復事業
推進協議会

林・建協働による放置竹林・荒廃
民間山林地の整備と排出資源の畜
産飼料・エネルギー利用等による
資源循環型事業の試行的実施 

125 四国 愛媛県 Ⅰ 久万高原山業振興協議会
建設業と林業の連携・協働に関す
る事業 

126 四国 高知県 Ⅰ
須崎市建設業・林業活性
化協議会

須崎市建設業・林業活性化事業 

127 四国 高知県 Ⅰ
ロハスな６３３美の里づ
くり協議会

農業と観光に関する事業 

128 四国 高知県 Ⅰ
ゆすはら森の３Ｒ推進協
議会

ゆすはら森の３Ｒ事業 

129 四国 高知県 Ⅰ
高知県建設業協会幡多支
部 幡多地域元気回復協議
会

高知県建設業協会幡多支部 幡多地
域元気回復事業 

130 四国 高知県 Ⅰ
室戸地区天然資源回復協
議会

建設産業のリサイクル材料による
近場漁業復活に関する事業 

131 四国 徳島県 Ⅱ
パンプキンタウン創造協
議会

パンプキンタウン構想による地域
活性化に関する事業 

132 四国 香川県 Ⅱ
香川県建設業協会小豆島
オリーブ元気回復協議会

香川県建設業協会小豆島オリーブ
元気回復事業 

133 四国 高知県 Ⅱ
高知県西南地域　海のエ
コシステム創出協議会

高知県西南地域　海のエコシステ
ム創出事業 

134 四国 高知県 Ⅱ 畑山地区再生事業協議会
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 

135 九州 福岡県 Ⅰ
老朽橋等の「検査の眼」
育成協議会

老朽橋等の長寿命化（維持管理）
に関する事業 

136 九州 長崎県 Ⅰ 漁村活性化協議会 藻場・漁場再生対策事業 

137 九州 長崎県 Ⅰ
溶融スラグ有効利用協議
会

溶融スラグを有効利用する循環型
社会ビジネス創出事業 

138 九州 長崎県 Ⅰ
対馬体験型観光推進協議
会

地域建設業の資源を活かした体験
型観光の推進事業 

139 九州 長崎県 Ⅰ
島原半島　林業・建設業
共働協議会

林建共働による森林整備と間伐材
等地産材の有効利用に関する事業
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140 九州 長崎県 Ⅰ
長崎九十九島オリーブ振
興協議会

地域建設業の資源を活用したオ
リーブ植樹事業による各地域発の
コミュニティビジネス（農業・観
光振興）創出事業 

141 九州 熊本県 Ⅰ
上天草地域産業・雇用創
出協議会

上天草市松島町合津地区耕作放棄
地活用事業 

142 九州 熊本県 Ⅰ
鹿本ふるさと森林（もり）
づくり協議会

建設業の参入による森林・林業再
生プロジェクト 

143 九州 熊本県 Ⅰ
人吉球磨地域活性化協議
会

人吉球磨地域における回遊性環境
の向上に関する事業 

144 九州 熊本県 Ⅰ
平家伝説の里観光建設協
議会

平家伝説の里五家荘観光再生事業
（誘導標識整備事業、体験農園整
備事業） 

145 九州 熊本県 Ⅰ
エコ・コミュニティモデ
ル構築協議会

竹でつながるコミュニティ・モデ
ル事業 

146 九州 大分県 Ⅰ
中津の耕作放棄地を甦ら
せる協議会

中津の耕作放棄地を甦らせる 

147 九州 宮崎県 Ⅰ
宮崎県都城地区建設業活
性化協議会

都城地区建設業活性化事業 

148 九州
長崎県・
佐賀県
（広域） 

Ⅰ
伊万里湾及び周辺海域漁
場再生協議会

伊万里湾及び周辺海域漁場回復事
業 

149 九州 福岡県 Ⅱ
ふくおか美緑ＵＰ推進協
議会

異業種参入による造園業元気回復
事業 

150 九州 長崎県 Ⅱ
松原宿まちなみ観光活性
化協議会

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 

151 九州 長崎県 Ⅱ
小浜温泉観光活性化協議
会

橘湾（小浜）海域での釣場造成に
よる観光回復事業 

152 九州 熊本県 Ⅱ
建設業とくまもと元気回
復協議会

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 

153 九州 大分県 Ⅱ 吉四六の里活性化協議会 吉四六の里活性化事業 

154 九州 宮崎県 Ⅱ
ウェットランド北川創造
協議会

「ウェットランド北川」観光振興
モデル事業 

155 九州 鹿児島県 Ⅱ 桜島元気回復協議会
建設業の資源を活用した桜島の地
域活性化支援事業 

156 沖縄 沖縄県 Ⅱ
沖縄県宜野座村バイオビ
ジネス創出協議会

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～

48 


