
助 成 事 業 

 
助成年度  第１回（昭和６３年度） 

被助成者名  県立君津農林高等学校植物クラブ（現 県立君津青葉高等学校） 
指導主任 鶴見 武道  様（君津市） 

助成の概要 木酢液の利用開発に関する器具等の購入事業費 
 

助成年度  第１回（昭和６３年度） 
被助成者名  木の間林産組合 代表 髙橋 達三郎  様（千葉市若葉区） 
助成の概要 間伐材の利用開発に関する研修事業費 

 
助成年度  第１回（昭和６３年度） 

被助成者名  安房林友会 代表 吉岡  論  様 
（安房郡富山町 現 南房総市） 

助成の概要 木材普及パンフレットの作成事業費 
 

助成年度  第１回（昭和６３年度） 
被助成者名  前 田  武 守  様（香取郡東庄町） 
助成の概要 間伐材を利用した木工試作品作成事業費 

 
助成年度  第１回（昭和６３年度） 
被助成者名  四街道長岡地区竹工芸研究会 代表 井岡 俊介 様（四街道市）

助成の概要 全国特用林産物展示会への参加経費 
 
 

助成年度  第２回（平成元年度） 
被助成者名  千葉市主婦同盟 代表 三浦 富子 様（千葉市中央区） 
助成の概要 緑化の啓蒙普及活動事業費 

 
 

助成年度  第３回（平成２年度） 
被助成者名  千葉県特用林産振興会 会長 酒井  茂 様（千葉市中央区） 
助成の概要 食と緑の博覧会ちば９０への参加事業費 

 
助成年度  第３回（平成２年度） 
被助成者名  山 本  太 一  様（八街市） 
助成の概要 木材機能及び木材用途拡大に関する調査研究事業費 



助成年度  第５回（平成４年度） 

被助成者名  山武町林業研究会 代表 朝比奈 克彦 様 
（山武郡山武町 現 山武市） 

助成の概要 林業経営の改善普及指導実践活動事業費 
 

助成年度  第５回（平成４年度） 

被助成者名  県立茂原農業高等学校（現 県立茂原樟陽高等学校 
校長 泉谷  徹 様（茂原市） 

助成の概要 学校林(岬町三門海原１４.８ha)の管理活動事業費 
 
 

助成年度  第６回（平成５年度） 

被助成者名  大多喜町木材組合青年部柊会  
代表 齋藤 正則 様（夷隅郡大多喜町） 

助成の概要 住宅着工の情報交換、並びに木材産業の先進地視察等事業費 
 

助成年度  第６回（平成５年度） 
被助成者名  鴨川市西治山事業保護組合  様（鴨川市） 

助成の概要 地すべり防止により林材一体制の基盤を整備するための標柱の設

置・管理事業費 
 
 

助成年度  第７回（平成６年度） 

被助成者名 千葉県林業研究会 長生支部  
支部長 渡辺 文男 様（長生郡長南町） 

助成の概要 粉炭・木酢液を利用し優良苗木生産及び椎茸の増収調査研究事業費

 
 

助成年度  第８回（平成７年度） 
被助成者名  フォーリスト市原クラブ 代表 田村  勉 様（市原市） 
助成の概要 森林ボランティア組織を設立し、森林保育器具等の整備事業費 

 
助成年度  第８回（平成７年度） 
被助成者名  千葉県天然絞研究会 会長 末吉 一威 様（夷隅郡大多喜町） 
助成の概要 先進地の視察の他、日本天然絞研究会への研修参加事業費 

 
助成年度  第８回（平成７年度） 
被助成者名 ジェルコ事業協同組合 理事長 斉藤 一生 様（夷隅郡大多喜町）

助成の概要 木材乾燥施設を導入し、稼働するための知識を修得する研修事業費



助成年度  第９回（平成８年度） 
被助成者名  服 部  武 雄  様（成田市） 

助成の概要 竹類の見本林「百竹園」１．４ｈａの管理に要する事業費（１１８

種類の竹、笹、バンブ） 
 

助成年度  第９回（平成８年度） 
被助成者名  冨来田きのこ生産組合 代表者 柴崎  勲 様（木更津市） 
助成の概要 しいたけ生産に関する増収研究事業費 

 
 

助成年度  第１１回（平成１０年度） 
被助成者名  県立安房高等学校 校長 笠貫 昭信 様（館山市） 
助成の概要 学校林（南房総市山田４ｈａ）の森林整備器具等整備事業費 

 
 

助成年度  第１２回（平成１１年度） 
被助成者名  グリーンネット８４ 代表 坂本  彌 様（八街市） 
助成の概要 八街市内の保安林及びサンブスギ林保育管理用具整備事業費 

 
助成年度  第１２回（平成１１年度） 

被助成者名  林業女性グループ 山吹会  
代表 八代 正枝 様（安房郡丸山町 現 南房総市） 

助成の概要 林業女性交流会及びグループの研修活動事業費 
 
 

助成年度  第１３回（平成１２年度） 
被助成者名  さんむフォレスト 代表 稗田 忠弘 様（東金市） 

助成の概要 サンブスギの優秀性を具体化するため素材・工法の開発普及活動事

業費 
 

助成年度  第１３回（平成１２年度） 
被助成者名  千葉県林業研究会 夷隅支部 支部長 中村 東雄 様（勝浦市）

助成の概要 小・中学校の理科教材用のドラム缶炭焼き窯の製作事業費 
 

助成年度  第１４回（平成１３年度） 

被助成者名  小見川竹炭研究会  
代表 武崎 秀雄 様（香取郡小見川町 現 香取市） 

助成の概要 森林再生を目的とした竹炭を生産するためのドラム缶炭焼き窯の

製作事業費 



助成年度  第１６回（平成１５年度） 

被助成者名  千葉県伝統郷土料理研究会  
会長 龍崎 英子 様（千葉県美浜区） 

助成の概要 千葉県特用林産振興会から依頼されたシイタケ料理メニュー開発

の普及事業費 
 
 

助成年度  第１７回（平成１６年度） 

被助成者名  グリーンアース ＹＡＣＨＩＭＡＴＡ  
代表 坂口 房子 様（八街市） 

助成の概要 ボランティア活動による森林整備器具等整備事業費 
 
 

助成年度  第１８回（平成１７年度） 

被助成者名  千葉県林業研究会 印旛支部  
支部長 古川  明 様（印旛郡本埜村 現 印西市） 

助成の概要 放置竹林が森林に悪影響を与えていることから、竹防除効果試験の

実施と研究用器具等の整備事業費 
 

助成年度  第１８回（平成１７年度） 

被助成者名 安房西部森林組合 代表理事組合長 長谷川 清次郎 様 
（安房郡和田町 現 南房総市） 

助成の概要 市民との協働による「絆の森整備事業」を行うための山小屋の建築

事業費 
 

助成年度  第１９回（平成１８年度） 
被助成者名 北総森林・林業サポート倶楽部 代表委員 能勢 義政 様（船橋市）

助成の概要 竹の特性等の知識を修得のため、「富士竹類植物園」への（静岡県）

研修事業費 
 

助成年度  第１９回（平成１８年度） 
被助成者名  ちば里山センター 会長 金親 博栄 様（袖ヶ浦市） 

助成の概要 県下の里山活動団体の活動を支援する里山整備の指導及び講習会

開催事業費 
 

助成年度  第１９回（平成１８年度） 
被助成者名 千葉県木材市場協同組合 緑朋会 会長 石井  稔 様（東金市）

助成の概要 木と住まいの情報館を活用しミニフェスティバルの木工教室開催

に必要な簡易テント整備事業費 



助成年度  第２０回（平成１９年度） 

被助成者名  里山の会ＣＯＭＯ 会長 青山 光男 様 
（印旛郡本埜村 現 印西市） 

助成の概要 地域住民、小・中学校生徒を対象に森林環境学習会を開催

するための開催事業費  
 

助成年度  第２０回（平成１９年度） 
被助成者名 有限責任組合グループ「木と土の家」会長 石井  充 様（東金市）

助成の概要 
地域に根ざしたサンブスギを中心とした環境住宅という

コンセプトをもとに地産地消の住まい造りパンフレットの

作成事業費  
 

助成年度  第２０回（平成１９年度） 
被助成者名  千葉県木材市場協同組合 代表理事 吉岡  實 様（東金市） 

助成の概要 サンブスギの利用拡大につとめ公益機能の高い森林の再

生を図り林材一体の振興を一助として啓蒙看板設置事業費  
 

助成年度  第２０回（平成１９年度） 
被助成者名  さんぶ木楽会 会長 手島 芳枝 様（山武郡芝山町） 

助成の概要 森林林業に関心をもつ女性グループによる間伐材等の活

用研究のため木材の加工機械購入費及び研修活動事業費  
 
 

助成年度  第２１回（平成２０年度） 

被助成者名  有限責任中間法人千葉県木材振興協会  
会長 小髙  茂  様（東金市） 

助成の概要 当協会が主催、協賛するイベント行事（木工教室等）に使用する木

工用道具類の整備事業費 
 

助成年度  第２１回（平成２０年度） 

被助成者名  株式会社コージーライフ研究所 
代表取締役 並木  浩 様（千葉市） 

助成の概要 国産材(スギ・ヒノキ)の水溶性モノマー含浸効果による強度向上試

験事業費 

 
助成年度  第２１回（平成２０年度） 
被助成者名  千葉伝統郷土料理研究会 会長 峯岸 喜子 様（千葉市） 

助成の概要 竹の活用を研究テーマとして、筍の食味・定量分析等の試験、筍料

理の開発事業費 



 
 

助成年度  第２２回（平成２１年度） 
被助成者名 一般社団法人千葉県木材振興協会 会長 小髙  茂 様（東金市）

助成の概要 ちばの木（県産材）の利用ＰＲ用パネルの製作事業費 
 

助成年度  第２２回（平成２１年度） 
被助成者名  房総里山資源活用研究会 会長 影山 明男 様（富津市） 
助成の概要 マテバシイ等の活用方法の研究事業費 

 
 

助成年度  第２３回（平成２２年度） 
被助成者名 一般社団法人千葉県木材振興協会 会長 小髙  茂 様（東金市）

助成の概要 ちばの木ＰＲイベントの開催とちばの木を使った木造住宅等の視

察の事業費 
 

助成年度  第２３回（平成２２年度） 
被助成者名  千葉県林業改良普及協会 会長 齋藤 万祐 様（市原市） 
助成の概要 県産木材需要拡大を図るための講演会事業費 

 
助成年度  第２３回（平成２２年度） 
被助成者名  ウッドリサイクル協同組合 理事長 榊原 利昌 様（八街市） 
助成の概要 木炭の利用拡大と、水質改善のための水質浄化装置の開発事業費 

 
助成年度  第２３回（平成２２年度） 
被助成者名  房総里山資源活用研究会 会長 影山 明男 様（富津市） 
助成の概要 マテバシイ等の有効利用に係る製品開発活動事業費 

 
 

助成年度  第２４回（平成２３年度） 

被助成者名  千葉県木材市場協同組合 県内出荷協力会 
会長 七五三野 秀次 様（東金市） 

助成の概要 サンブスギ及び県産材、スギの低温乾燥・中温乾燥の比較研究事業

費 
 

助成年度  第２４回（平成２３年度） 
被助成者名 一般社団法人千葉県木材振興協会 会長 小髙  茂 様（東金市）

助成の概要 先進地木材乾燥施設の見学、勉強会等の事業費 
 



 
助成年度  第２６回（平成２５年度） 
被助成者名  ちばの木認証センター 会長 吉岡  實 様（東金市） 

助成の概要 

非破壊方式の木材強度（ヤング率）測定器であるハンディタイプの

グレーティング・マシン（ＨＧ－２００１：全国木材検査・研究協会

認定機器）を購入し、千葉県産材を取扱う、①ちばの木取扱業者、②

ちばの木の家づくり推奨店、③ちばの木活用コーディネーターに貸出

し、千葉県産材の強度の状況を試験・研究する。 
 
 


