
氏名 勤務先 活動市町村 連絡先
電話番号

鈴木　章記 愛別町森林組合 上川郡愛別町 01658-6-4283

岡田　光弘 北見広域森林組合 北見市・津別町 0157-23-7425

齋藤 勝弘 更別森林組合 更別村 0155-52-2068

平　恭輔 広尾町森林組合

遠藤　貴文 厚岸町森林組合 厚岸町 0153-53-3911

川端　純 沙流川森林組合 平取町・日高町 01457-2-2544

鈴木　洋幸 上川北部森林組合 名寄市・中川町 01655-3-2013

平田　亘 中頓別・浜頓別町森林組合 中頓別町、浜頓別町 01634-6-1004

杉本　哲也 胆振西部森林組合 伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町・室蘭市 0142-82-7262

山崎　優一郎 留萌中部森林組合 羽幌町・苫前町 0164-64-2869

安藤　栄基 南宗谷森林組合 枝幸町 0163-68-2928

栗原　和己 遠別初山別森林組合 遠別町　初山別村

佐藤　大樹 和寒町森林組合

菅村　秀明 札幌市森林組合 札幌市、北広島市、恵庭市 011-631-4911

萩平　翼 北見広域森林組合 北見市・津別町 0157-23-7425

堀尾　亮太 鶴居村森林組合 鶴居村 0154-64-2422

三國　翔渡 木古内町森林組合 函館市・北斗市・木古内町・森町・鹿部町 0138-77-8836

杢師　和宏 中標津町森林組合 中標津町 0153-73-3111

阿部　啄也 標茶町森林組合 標茶町 015-485-2566

山　裕貴 南富良野町森林組合 空知郡南富良野町 0167-52-2130

鎌田　健斗 留萌北部森林組合 天塩町、幌延町 01632-2-1335

三好　陽平 陸別町森林組合 陸別町 0156-27-2574

高沢　博 当麻町森林組合 当麻町 0166-84-2311

菅原　しおり 当麻町森林組合 北海道上川郡当麻町 0166-84-2311

近藤　貴彦 旭川市森林組合 旭川市・比布町 0166-36-4268

松井　俊己 旭川市森林組合 旭川市・比布町 0166-36-4268

辻　弘一 胆振西部森林組合 伊達市 0142-82-7262

林　龍介 胆振西部森林組合 豊浦町 0142-82-7262

板橋　太郎 下川町森林組合 下川町 01655-4-2159

椛澤　俊介 下川町森林組合 下川町森林組合 01655-4-2159

薄田　薫 そらち森林組合 岩見沢市、三笠市、美唄市、奈井江町、新十津川町、月形町、浦臼町、砂川市、滝川市、歌志内市、上砂川町 0125-76-2051

武田　祐児 そらち森林組合 岩見沢市、三笠市、美唄市、砂川市、滝川市、歌志内市、奈井江町、新十津川町、月形町、浦臼町、上砂川町 0125-76-2051

金澤　紀彦 南富良野町森林組合 南富良野町 0167-52-2130

菅原　和久 南富良野町森林組合 南富良野町 0167-52-2130

四方　俊成 ようてい森林組合 真狩村・京極町 0136-42-2211

西本　裕一 ようてい森林組合 余市町・赤井川村・小樽市 0135-23-3684

菊谷　翔 遠別初山別森林組合 遠別町、初山別村 01632-7-2412

久保　伸市 清水町森林組合　 清水町 0156-63-2004

酒井　強如 清水町森林組合　 清水町 0156-63-2004

後藤　義孝 西十勝森林組合 新得町・鹿追町 0156-65-3301

白石　拓也 西十勝森林組合 新得町・鹿追町 0156-65-3301

宇山　昌一郎 千歳市森林組合 千歳市 0123-23-3044

外崎　真也 千歳市森林組合 千歳市 0123-23-3044

上田　幸樹 足寄町森林組合 足寄町 0156-25-2616

茅野　裕哉 足寄町森林組合 足寄町 0156-25-2616

鳴島　隆吉 滝上町森林組合 滝上町 0158-29-2111

新田　勝規 滝上町森林組合 滝上町 0158-29-2111

野村　聡 稚内市森林組合 稚内市 0162-33-3265

吉田　大輝 稚内市森林組合 稚内市・利尻町・利尻富士町・礼文町 0162-33-3265

門間　孝厳 鶴居村森林組合 鶴居村及び釧路市の一部 0154-64-2422

岡本　次郎 鶴居村森林組合 阿寒郡鶴居村 0154-64-2422

谷内　篤史 南空知森林組合 栗山町・由仁町・長沼町・南幌町・岩見沢市・三笠市・夕張市他南空知地区 0123-72-8122

瀬川　恭平 南空知森林組合 夕張市・栗山町・由仁町・長沼町・南幌町・岩見沢市・三笠市 0123-72-8122

祐川　守穂 南宗谷森林組合

西澤　真也 南宗谷森林組合 枝幸町

上杉　圭哉 別海町森林組合 別海町・根室市 0153-75-2016

竹中　貴亮 別海町森林組合 別海町・根室市 0153-75-2016

前端　雅弘 豊富猿払森林組合 豊富町・猿払村 0162-82-2102

田所　塁 豊富猿払森林組合 豊富町、猿払村 0162-82-2102

大泉　勝哉 本別町森林組合 0156-22-6105

福田　拓也 本別町森林組合 本別町 0156-22-6105

林　勝也 幕別町森林組合 幕別町 0155-54-2911

渡邉　将幸 幕別町森林組合 中川郡幕別町 0155-54-2911

田中　一平 網走地区森林組合 網走市 0152-43-3632

長島　功太郎 網走地区森林組合 斜里町・清里町・小清水町・大空町 0152-43-3632

水戸部　洋之 今金町森林組合 0137-82-0045

山口　翼 今金町森林組合 0137-82-0045



田口　弘昭 日高東部森林組合 浦河町　新ひだか町三石 0146-34-2900

松田　拓矢 日高東部森林組合 浦河町 0146-22-2058

川部　大輔 日高東部森林組合 北海道浦河郡浦河町 0146-22-2058

田川　薫 新生紀森林組合 北海道常呂郡置戸町・訓子府町 0157-52-3536

柴田　亮 新生紀森林組合 北海道常呂郡置戸町・北海道常呂郡訓子府町 0157-52-3536

小木　卓也 新生紀森林組合 置戸町・訓子府町 0157-52-3536

渋谷　正之 留萌南部森林組合 留萌市、増毛町、小平町 0164-42-6100

彦部　学 留萌南部森林組合 留萌市・増毛町・小平町 0164-42-6100

梅木　聡 留萌南部森林組合 留萌市、増毛町、小平町 0164-42-6100

髙橋　孝輔 浦幌町森林組合 浦幌町 015-576-3132

泉　啓太 浦幌町森林組合 浦幌町 015-576-3132

久保　学 浦幌町森林組合 浦幌町 015-576-3132

澤田　巧 浦幌町森林組合 浦幌町 015-576-3132

伊藤　浩明 上川北部森林組合 名寄市・美深町・音威子府村・中川町 01655-3-2013

松浦　卓也 上川北部森林組合 名寄市・美深町・中川町・音威子府村 01655-3-2013

髙橋　修司 上川北部森林組合 美深町　音威子府村 01656-2-1719

石見　重徳 南しりべし森林組合 蘭越町・ニセコ町・喜茂別町・共和町・黒松内町・寿都町・島牧村 0136-57-5420

北山　幸平 南しりべし森林組合 蘭越町・ニセコ町・喜茂別町・共和町 0136-57-5420

佐藤　秀和 南しりべし森林組合 黒松内町・寿都町・島牧村 0136-72-3740

髙越　智匡 日高中部森林組合 新ひだか町静内地区・新冠町 0146-42-0056

竹内　忠毅 日高中部森林組合 新ひだか町・新冠町 0146-42-0056

西　紀彦 日高中部森林組合 日高郡新ひだか町静内、新冠郡新冠町 0146-42-0056

澤田　俊彦 くしろ西森林組合 釧路市音別町・白糠町 01547-6-2515

加藤　美広 くしろ西森林組合 釧路市音別町・白糠町 01547-6-2515

髙橋　政和 くしろ西森林組合 白糠郡白糠町 ・ 釧路市音別町 01547-6-2515

尾﨑　一輝 くしろ西森林組合 釧路市音別町 01547-6-2515

三瓶　英樹 遠軽地区森林組合 北海道紋別郡遠軽町および湧別町 0158-42-0722

森谷　聡 遠軽地区森林組合 遠軽町及び湧別町 0158-42-0722

佐藤　新一 遠軽地区森林組合 遠軽町、湧別町 0158-42-0722

高橋　康漠 遠軽地区森林組合 遠軽町 0158-42-0722

片山　篤 はこだて広域森林組合 0138-77-8811

鈴木　敏也 はこだて広域森林組合 0138-77-8811

大渡　誠司 はこだて広域森林組合 茅部郡森町 0138-77-8811

阿部　省吾 はこだて広域森林組合 0138-77-8811

尾形　俊和 士別地区森林組合 士別市・剣淵町 0165-23-5128

井川　博彰 士別地区森林組合 士別市・剣淵町 0165-23-5128

宮澤　佳弘 士別地区森林組合 士別市・剣淵町 0165-23-5128

紺野　圭佑 士別地区森林組合 士別市・剣淵町 0165-23-5128

浅海　潤一 石狩市森林組合 石狩市 0133-78-2545

井川　慎吾 石狩市森林組合 石狩市 0133-78-2545

藤原　謠邦 石狩市森林組合 石狩市、当別町、札幌市 0133-78-2545

笹谷　祐一 石狩市森林組合 石狩市 0133-78-2545

杉本　一也 オホーツク中央森林組合　興部事業所 0158-23-2131

前田　公平 オホーツク中央森林組合 紋別市・興部町・西興部村 0158-23-2131

坂　武史 オホーツク中央森林組合 紋別市 0158-23-2131

佐藤　英男 オホーツク中央森林組合 紋別市　興部町　西興部村 0158-23-2131

三上　滉人 オホーツク中央森林組合 紋別市・興部町・西興部村 0158-23-2131

赤石　秀輝 富良野地区森林組合 占冠村 0167-22-2369

小田島　尚矢 富良野地区森林組合 上富良野町、中富良野町、富良野市、占冠村 0167-22-2369

小野寺　しのぶ 富良野地区森林組合 上富良野町・中富良野町・富良野市・占冠村 0167-22-2369

二口　季樹 富良野地区森林組合 富良野市 0167-22-2369

村上　政志 富良野地区森林組合 上富良野町 0167-22-2369

木村　德美 ひだか南森林組合 様似町・えりも町 0146-36-2031

坪　雄介 ひだか南森林組合　えりも支所 様似町・えりも町 01466-2-3590

樋口　智朗 ひだか南森林組合 様似町 0146-36-2031

赤堀　義矩 ひだか南森林組合 えりも町 01466-2-3590

濱出　健 ひだか南森林組合 様似町 0146-36-2031

高田　昌延 ひだか南森林組合 様似町 0146-36-2031

西　雄三 苫小牧広域森林組合 厚真町、安平町 0145-27-2429

遠藤　聖也 苫小牧広域森林組合 むかわ町 0145-45-2311

土屋　匡規 苫小牧広域森林組合 勇払郡厚真町、勇払郡安平町、苫小牧市、白老郡白老町、登別市 0145-27-2429

諏佐　有哉 苫小牧広域森林組合 むかわ町 0145-45-2311

石崎　雄大 苫小牧広域森林組合 勇払郡むかわ町 0145-45-2311

近藤　大河 苫小牧広域森林組合 苫小牧市・厚真町・安平町 0144-34-2161

青山　仁 十勝広域森林組合 芽室町 090-9516-9850

五十嵐　義幸 十勝広域森林組合 帯広市 0155-64-2171

駒形　憲一 十勝広域森林組合 池田町 015-572-2304

斉藤　悠太 十勝広域森林組合 豊頃町 090-5953-0040



猿渡　貴範 十勝広域森林組合 帯広市、芽室町、中札内村、池田町、豊頃町 015-572-2304

大坪　候介 十勝広域森林組合 中札内村、帯広市 0155-64-2171 

鈴木　壱哉 十勝広域森林組合 芽室町・帯広市・中札内・池田町・豊頃町 0155-62-2404

青木　豪 十勝大雪森林組合 上士幌町 0155-42-2301

髙橋　和也 十勝大雪森林組合 音更町・士幌町・上士幌町 0155-42-2301

谷口　洋海 十勝大雪森林組合 音更町、士幌町、上士幌町 0155-42-2301

春井　祐司 十勝大雪森林組合 音更町、士幌町、上士幌町 0155-42-2301

遠藤　幸夫 美瑛町森林組合 0152-73-1281

小野　功 美幌町森林組合 北海道網走郡美幌町 0152-73-1281

芝　顕一郎 美幌町森林組合 美幌町 0152-73-1281

曽根　哲治 美幌町森林組合 北海道網走郡美幌町 0152-73-1281

松本　祐輔 美幌町森林組合 北海道網走郡美幌町 0152-73-1281

北村　真也 美瑛町森林組合 0152-73-1281

小島　有斗 美幌町森林組合 北海道網走郡美幌町 0152-73-1281

真鍋　篤 美幌町森林組合 北海道網走郡美幌町 0152-73-1281

佐藤　宏昭 美幌町森林組合 美幌町、津別町 0152-73-1281

鈴木　雄大 北空知森林組合 深川市・妹背牛町・秩父別町・沼田町・北竜町・雨竜町・幌加内町 0164-22-7400

十川　拓己 北空知森林組合 深川市・雨竜町・北竜町・秩父別町・沼田町・幌加内町 0164-22-7400

高橋　進一 北空知森林組合 深川市・妹背牛町・秩父別町・沼田町・北竜町・雨竜町・幌加内町 0164-22-7400

久村　尚史 北空知森林組合 深川市、雨竜町、北竜町、秩父別町、沼田町、幌加内町 0164-22-7400

吉田　英人 北空知森林組合 深川市・雨竜町・北竜町・秩父別町・沼田町・幌加内町 0164-22-7400

平林　申伍 北空知森林組合 深川市・妹背牛町・秩父別町・沼田町・北竜町・雨竜町・幌加内町 0164-22-7400

佐川　大知 北空知森林組合 深川市、雨竜町、北竜町、秩父別町、沼田町、幌加内町 0164-22-7400

小林　義信 北空知森林組合 深川市、雨竜町、北竜町、秩父別町、沼田町、幌加内町 0164-22-7400

上原　昌二 北海道森林組合連合会 札幌市、北広島市、恵庭市 011-631-4911

阿閉　秀行 グリーンフォレスト　合同会社 美幌町 0152-72-1716

伊藤　悠也 北海道大学 幌延町、中川町、音威子府村、幌加内町、札幌市、苫小牧市、上ノ国町 011-706-2597

工藤　泰孝 北海道ニッタ　株式会社 幕別町、池田町、豊頃町、浦幌町 0155-54-2206

佐山　正道 近藤木材産業　株式会社 上川管内北部、中部地域 0165-28-2321

矢野　順一 物林　株式会社 札幌市、胆振、空知 011-271-1600

余湖　陽一 有限会社　館坂事業所 北海道二海郡八雲町 0137-63-4668

仲澤　純 津別町役場

西村　悟 足寄町農業協同組合 足寄町 0156-25-5996

會田　忠行 株式会社　サカマキ むかわ町 0145-42-2332

稲森　謙吾 ニセコ町 ニセコ町

沼田　浩二 株式会社　Ｈ&Ｍ 和寒町 0165-26-7787

細畑　利典 株式会社　細畑林業 厚沢部町 0139-66-2010

佐藤　健右 佐藤木材工業　株式会社 紋別市 090-2258-4830

松尾　忠司 大雪林業　株式会社 旭川市・遠別町 0166-74-3577

相川　栄行 -

久保田　太郎 株式会社　グリーンたきのうえ 滝上町 0158-29-2111

田村　和也 港エステート　株式会社

藤井　圭太 今金町

岡本　慎也 - 士別市

藤丸　康之 大澤木材　株式会社 釧路管内 0154-66-3101

山本　浩二 The Great North代表 厚岸町、浜中町、　釧路町、標茶町 090-6877-3639

島　憲司 株式会社　森総 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 0167-56-7651

神能　和幸 滝澤ベニヤ　株式会社 石狩管内・空知管内・胆振管内・日高管内 0124-27-3111

佐藤　秀和 株式会社　美咲興業 網走市　大空町　小清水町　美幌町　斜里町　清里町 0152-23-5225

本間　大丞 株式会社　美咲興業 網走市　大空町　小清水町　美幌町　斜里町　清里町 0152-23-5225

江本　憲史 江本木材産業　株式会社 滝上町 0158-29-2102

山本　裕介 江本木材産業　株式会社 滝上町 0158-29-2102

大宮　健二 株式会社　イワクラ 胆振、日高、石狩、空知、後志管内 0144-55-6181

木村　良太 株式会社　イワクラ 胆振管内 0144-55-6181

高森　淳 三井物産フォレスト　株式会社　平取山林事務所 厚真町、むかわ町、平取町 01457-2-2712

田中　剛 三井物産フォレスト　株式会社 浦幌町、池田町、本別町、釧路市音別町 0155-22-7700


