
氏名 勤務先 活動市町村 連絡先
電話番号

浅井　孝太 根羽村森林組合 根羽村 0265-49-2120

長岡　功 木曽南部森林組合 木曽郡上松町・大桑村 0264-55-3801

河野　透 北信州森林組合 野沢温泉村 0269-38-0371

荻窪　善明 大北森林組合 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 0261-22-0711

堀籠　雄一 佐久森林組合 小諸市・佐久市・東御市・御代田町・立科町・軽井沢町 0267-22-8501

谷川　正樹 佐久森林組合 軽井沢町・御代田町・小諸市・佐久市・立科町・東御市 0267-22-8501

唐木　信彦 上伊那森林組合 伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村 0265-72-3232

根橋　謙一 上伊那森林組合 0265-72-3232

森川　大 栄村森林組合 栄村 0269-87-2352

上野　由希菜 栄村森林組合 長野県　栄村 0269-87-2352

丸山　椋弥 栄村森林組合 長野県　栄村 0269-87-2352

川上　勝彦 木曽森林組合 木曽町・木祖村・王滝村・塩尻市(楢川地区) 0264-23-8101

古谷　武仁 木曽森林組合 長野県　木曽町　塩尻市 090-1433-5718

中村　豊 木曽森林組合 長野県木曽郡木曽町 0264-23-8101

奥野　真基 木曽南部森林組合 大桑村　上松町 0264-55-3801

勝山　崇史 松本広域森林組合 松本市・安曇野市・塩尻市 0263-77-2413

清水　直幸 松本広域森林組合 安曇野市・松本市 0263-77-2413

山岡　正人 松本広域森林組合 松本市・筑北村・麻績村・生坂村 0263-64-3300

丸山　貴弘 松本広域森林組合 安曇野市　松本市　塩尻市 0263-77-2413

上野　伸一郎 松本広域森林組合 安曇野市、松本市、塩尻市、朝日村、麻績村、山形村、生坂村、筑北村(主に塩尻市、朝日村、山形村) 0263-54-1687

森下　拓耶 松本広域森林組合 安曇野市、塩尻市、松本市、山形村、朝日村、筑北村、麻績村、生坂村(主に塩尻市、朝日村、山形村) 0263-77-2413

小坂　真 信州上小森林組合

田中　憲一郎 信州上小森林組合 上田市 0268-39-8522

中村　武志 信州上小森林組合

宮澤　潤 信州上小森林組合 上田市 090-5210-8670

山崎　恭平 信州上小森林組合 上田市、東御市、長和町、青木村 0268-39-8522

山下　貴之 信州上小森林組合

吉池　和 信州上小森林組合

後藤　輝明 信州上小森林組合

塚原　哲夫 信州上小森林組合

北川 聖司（旧姓：岸田） 信州上小森林組合 上田市・東御市・長和町・青木村 0268-68-2172

石井　睦太郎 信州上小森林組合

柿澤　肇 諏訪森林組合 岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市・原村・富士見町 0266-73-2350

猿谷　稔 諏訪森林組合 岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市・原村・富士見町 0266-73-2350

雨宮　一志 諏訪森林組合 諏訪郡　富士見町 0266-73-2350

矢島　幸治 諏訪森林組合 岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村 0266-73-2350

北島　佑治 長野森林組合 千曲市、埴科郡坂城町 026-274-1004

西沢　亮太 長野森林組合 須坂市、小布施町、高山村 026-245-3003

伊東　大介 長野森林組合 長野市戸隠・信濃町・飯綱町 026-251-7311

北山　慎也 長野森林組合 長野市戸隠、信濃町、飯綱町 026-251-7311

和田　峻輝 長野森林組合 長野市 080-5109-2565

和田　優哉 長野森林組合 長野市 026-217-1503

土橋　敬造 南佐久中部森林組合 小海町、北相木村、南相木村 0267-92-2070

野本　浩幸 株式会社北相木森水舎

山田　和幸 南佐久中部森林組合 小海町 0267-92-2070

横森　康晴 南佐久中部森林組合 小海町・南相木村・北相木村 0267-92-2070

井出　大二郎 南佐久中部森林組合 小海町、南相木村、北相木村 0267-92-2070

浅沼　勇也 南佐久中部森林組合 小海町、南相木村、北相木村 0267-92-2070

林　裕介 南佐久南部森林組合 河上村　南牧村 0267-97-2518

井出　匠 南佐久南部森林組合 河上村　南牧村 0267-97-2518

吉澤　一平 南佐久南部森林組合 川上村、南牧村 0267-97-2518

渡辺　正美 南佐久南部森林組合 南佐久郡川上村、南牧村 0267-97-2518

日向　健二 南佐久南部森林組合 佐久市(旧臼田町)・佐久穂町 0267-86-4202

中村　健人 南佐久北部森林組合 佐久市(旧臼田町）・佐久穂町 0267-86-4202

荒井　俊作 飯伊森林組合 飯田市 0265-25-2000

牛山　寛人 飯伊森林組合 下伊那郡阿南町 0260-22-2041

太田　俊之 飯伊森林組合 下伊那郡高森町 0265-22-0604

林　豊晃 飯伊森林組合 飯田市 0265-25-2000

益山　勝人 飯伊森林組合 飯田市南信濃・上村 0260-34-2160

宮下　貴弘 飯伊森林組合 高森町 0265-35-2121

幾島　秀明 飯伊森林組合 飯田市 0260-34-2160

伊坪　清隆 飯伊森林組合　中部支所 長野県　飯田市 0265-25-2000

鎌倉　悠作 飯伊森林組合 飯田市 0265-22-0604

亀割　均 飯伊森林組合 泰阜村　下條村　阿南町　天龍村　売木村 0260-22-2041

木下　孝一郎 飯伊森林組合 長野県下伊那郡阿智村 0265-43-2107

久保田　一守 飯伊森林組合 阿智村 0265-43-2107

秦　和哉 飯伊森林組合 飯田市（南信濃） 0260-34-2160



切石　英治 飯伊森林組合 大鹿村 0265-39-2380

松下　和也 飯伊森林組合　

中澤　幹 飯伊森林組合 泰阜事務所 泰阜村 0260-26-2055

吉野　一幸 飯伊森林組合 飯田市 0260-36-2358

池田　貴幸 飯伊森林組合 阿智村、平谷村 0265-43-2107

松田　晃治 飯伊森林組合 飯田市 0265-22-0604

桐生　悦朗 飯伊森林組合 飯田市 0265-25-2000

梶田　佳祐 飯伊森林組合 飯田市 0265-22-0604

尾淵　義輝 北信州森林組合 山ノ内町 0269-38-0371

宮﨑　則明 北信州森林組合 木島平村 0269-38-0371

中山　尚士 北信州森林組合 山ノ内町 0269-38-0371

南都　寛 北信州森林組合 中野市・飯山市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村 0269-38-0371

関　真一 北信州森林組合 木島平村 0269-38-0371

丸山　幸裕 北信州森林組合

寺尾　真一 蓼科高原農場有限会社 佐久市・東御市・小諸市　北佐久郡内・南佐久郡内 0267-51-5211

横山　繁樹 YForestry（ワイフォレストリー） 安曇野市周辺 0263-87-6859

熊谷　裕 阿智村役場　建設農林課 阿智村 0265-43-2220

丸茂　博朗 自営 岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村 0266-73-2973

宮澤　遥 宮澤木材産業　株式会社 長野市 026-239-0588

栁澤　美幸 長野県長野地域振興局 長野県東信地域

藤澤　良太 株式会社　柳沢林業 信州松本平（松本市、塩尻市、安曇野市、筑北村、山形村、朝日村など） 0263-87-5361

百瀬　晶子 特定非営利活動法人　森林環境 伊那市（上伊那全域） 0265-81-4803

百瀬　太郎 特定非営利活動法人　森林環境 伊那市（上伊那全域） 0265-81-4803

石崎　隆 企業組合　山仕事創造舎 大町市、北安曇郡全域、安曇野市、松本市 0261-85-0940

渡辺　寛 企業組合　山仕事創造舎 大町市、北安曇郡全域、安曇野市、松本市 0261-85-0940


