林 業 再 生 部 会 名 簿
団体名

〒

住所

代表者

(有)藤原造林

400-0126 甲斐市大下条466-4

代表取締役 藤原 正志

(株)神子沢林業

405-0002 山梨市東1760-10

代表 神子沢 春男

(有)東林業

401-0015 大月市大月町花咲343

代表取締役 河野 東

(有)古屋製材所

405-0005 山梨市小原東269

代表取締役 古屋 武仁

南アルプス市役所

400-0395 南アルプス市小笠原376

市長 金丸 一元

NPO法人子育て支援
センターちびっこはうす

400-0831 甲府市上町1246

理事長 宮澤 由佳

江原区（南アルプス市）

400-0401 南アルプス市江原1581

区長 矢崎 實

社会福祉法人 泉茅会

400-0118 甲斐市竜王644-5

理事長 三枝 苗成

富士川町役場
都留市役所

担当者

農林振興課 主幹 森本 浩人

TEL
055-242-6228
090-3065-2331
0553-22-6780
090-1817-4164
0554-22-3779
090-4615-3389
0553-22-0998
090-8591-8916
055-282-6207

FAX

e-mail

055-242-6229 m-masa@sj8.so-net.ne.jp
mikozawaringyou@kir.biglobe.ne.jp
0554-23-4548 azuma-forestry4548@ivory.plala.or.jp
0553-23-0237 takewood@future.ocn.ne.jp
055-282-6279 morimoto@city.minami-alps.lg.jp

区:設計士 相澤 浩二

055-282-7293 055-282-6095 j-ashizawa@city.minami-alps.lg.jp
055-241-7521
kosodate@chibikko-house.jp
090-4018-9948
055-284-2334
aike@nne.ocn.ne.jp

子育て支援課 主幹 芦沢 順子

055-282-6207

morimoto@city.minami-alps.lg.jp

事務長 鶴田 敏彦

055-278-0881

senboukai@angel.ocn.ne.jp

400-0592 南巨摩郡富士川町天神中条1134 町長 志村 学

農林振興課 望月 聡

0556-22-7214 0556-22-5290

402-8501 都留市上谷1-1-1

産業観光課 課長 小宮 敏明

0554-43-1111 0554-43-5049 sangyou@city.tsuru.lg.jp

市長 堀内 富久

子育て支援課 主幹 芦沢 順子

H27.7

0555-72-6023
企画課まちづくり推進 渡辺 大介
0555-72-0969 daisuke-wa@town.fujikawaguchiko.lg.jp
090-1105-1960
建設水道課 主幹 重森 正
0555-25-2121 0555-20-2015 kazuhisa@town.nishikatsura.lg.jp
主任 前田 隆一

富士河口湖町役場

401-0392 南都留郡富士河口湖町船津1700 町長 渡辺喜久男

西桂町役場

403-0022 南都留郡西桂町小沼1501-1

町長 小林 千尋

鈴健興業(株)

406-0812 笛吹市御坂町下黒駒1602-8

代表取締役 鈴木 康修

総括本部長 和泉 智哉

055-261-3111 055-261-3112 info@suzuken8888.com

UFC・県産材住宅利用
開発推進組合

400-0111 甲斐市竜王新町1279

羽黒工業(株)内

総務部長 上田和男

055-276-2346

社会福祉法人 いきいき倶楽部

400-1507 甲府市下向町1280-1

理事長 代長 一雄

施設長 小尾 豊文

055-266-8000 055-266-8001

404-0045 甲州市塩山上塩後10

理事長 安田 鋭一

404-0033 甲州市塩山赤尾713-1

理事長 保坂 一仁

副園長 雨宮 美鈴

0553-33-2068 0553-33-6807

社会福祉法人 壽光会

404-0012 山梨市牧丘町室伏2452

理事長 武藤 治光

事務次長 中込 裕一

0553-35-5522 0553-35-3378

丹波山村役場

409-0305 北都留郡丹波山村890

村長 岡部 政幸

総務企画課 主事 相生 有得

0428-88-0211 0428-88-0207 t-aioi@vill.tabayama.yamanashi.jp

道志村役場

402-0209 南都留郡道志村6181-1

村長 長田 富也

産業振興課 主任 佐藤 好起

0554-52-2114 0554-52-2572 satou-kouki@vill.doshi.lg.jp

（一社） 山梨県木材協会

400-0047 甲府市徳行4-11-20

代表理事 天野 公夫

和泉川 渡

055-228-7339 055-222-7703 info@y-wood.com

406-0811 笛吹市御坂町下野原706

区長 松田 勇

社会福祉法人 泉福祉会
泉保育園
社会福祉法人 赤保福祉会
赤尾保育園

下野原区（笛吹市）

406-8510 笛吹市石和町市部777

中巨摩東部農業協同組合

400-0015 甲斐市篠原2635

組合長 保延 寛

（有）藤原林業

404-0007 山梨市牧丘町北原1934

代表取締役 藤原 弘幸

弦間林業（有）

406-0813 笛吹市御坂町上黒駒4773

代表取締役 弦間 和仁

0553-33-3016 0553-33-3036

055-262-7149
農林振興課 堀内 満浩

055-262-4111

組織対策部 竜沢 重男

055-279-2111 055-279-2115 ja-nakakomatoubu-densan@coral.plala.or.jp
0553-35-3489 0553-35-3818 fujihara_forestry@fruits.jp

弦間 和仁

055-264-2503 055-264-2503 genma.kazuhito@cream.plala.or.jp

団体名

〒

住所

代表者

担当者

TEL

FAX

e-mail

（有）京島開発

400-0511 南巨摩郡富士川町大久保106-4 代表取締役 京島 良忠

京島 良忠

0556-22-8246 0556-22-8246 kyoujimakaihatu@kvd.biglobe.ne.jp

小菅村役場

409-0211 北都留郡小菅村4698

村長 舩木 直美

中川 徹

0428-87-0111 0428-87-0933 t-nakagawa@vill.kosuge.yamanashi.jp

(株)大望

409-2102 南巨摩郡南部町福士16407

代表取締役 山口 富子

山口 博司

0556-66-3110 0556-66-3322 taimo@mtb.biglobe.ne.jp

(株)マエダ製材所(旧小沼チップ) 403-0022 南都留郡西桂町小沼892

代表取締役 前田 政貴

0555-25-2336 0555-25-2358

山梨市役所

405-8501 山梨市小原西843

市長 望月 清賢

竹川 一郎

0553-22-1111 0553-23-2800 kankyo@city.yamanashi.lg.jp

河口湖南中学校組合
山梨県森林整備
生産事業協同組合
山梨県森林組合連合会

401-0301 南都留郡富士河口湖町船津1164 組合長 渡辺喜久男

中村 拓郎

0555-72-1822 0555-72-2691 kyouiku@konan-ih.jp

400-0047 甲府市徳行4-11-20 林業会館内 理事長 河野 東

専務理事 大芝秀明

055-227-6067 055-227-6167

409-3811 中央市極楽寺1214

会長 杉本 光男

(株)小林林業土木

401-0320 南都留郡鳴沢村大田和3349

代表取締役 小林 守

上野原市役所

409-0192 上野原市上野原3832

市長 江口 英雄

小林 良文

0554-62-3115 0554-30-2041 kobayashi-fkf@city.uenohara.lg.jp

韮崎市役所

407-8501 韮崎市水神1-3-1

市長 内藤 久夫

功刀 重文

0551-22-1111 0551-22-8479 fukushi@city.nirasaki.lg.jp

身延町役場

409-3304 南巨摩郡身延町切石350

町長 望月 仁司

中山 耕史

0556-20-3017 0556-36-0088 nakayama-koushi@town.minobu.lg.jp

社会福祉法人 美咲会

406-0821 笛吹市八代町北760

理事長 前島 茂松

宮川

055-265-3377 055-265-3833

湯澤工業(株)

400-0206 南アルプス市六科1186

代表取締役社長 湯沢 基湯沢 信

055-285-0041 055-285-0084 eco-earth@yuzawakogyo.com

飯島製材所

405-0042 山梨市南305

飯島 省二

0553-22-0462 0553-23-2554 syoji@ｍｘ1.fruits.jp

(公財)山梨県林業公社

400-0016 甲府市武田1-2-5

理事長 荒井 洋幸

医療法人 望月会

400-0026 甲府市塩部4-16-2

院長 望月 裕文

やまなし水源地ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進協議会

400-0032 甲府市中央4-11-9

会長 辻 一幸

055-273-0511 055-273-0549
0555-85-2008 0555-85-3188 ringyoudoboku@coffee.ocn.ne.jp

飯島 省二

055-242-6667 055-254-6020

学校法人 きのくに子どもの村学園 648-0035 和歌山県橋本市彦谷51

理事長 堀 真一郎
学校法人二十一世紀平和の灯
401-0302 南都留郡富士河口湖町木立5699-2
理事長 庄司 エレナ
国際文化学園
やまなしウッドチップ協同組合 405-0005 山梨市小原東269
理事長 古屋武仁
代表取締役 後藤隆弘

055-287-8205 055-287-8206 info@kinokuni.ac.jp
0555-72-5522 0555-72-5522 yumenoki1@gmail.com

(有)山大

401-0512 南都留郡忍野村内野271

後藤健太

学校法人 富士修紅学院

401-0380 南都留郡富士河口湖町木立7187 理事長 笹本憲男

荻野英樹

中北特用林産協会

408-0303 北杜市武川町宮脇36

会長 清水寿昌

事務局（峡北森林組合）内藤七三夫

南部町森林組合

409-2305 南巨摩郡南部町内船7754-1

代表理事組合長 矢川 満

0553-22-0998 0553-22-0237 takewood@future.ocn.ne.jp
0555-84-2342
0555-84-4454 yamadai@cotton.ocn.ne.jp
090-7735-7130
0555-83-5232 0555-83-5100 kango@kenkoudai.ac.jp
0551-26-2300 0551-26-2300 ksinrin@circus.ocn.ne.jp
0556-64-2064 0556-64-2352 nanbusinrin.ub@vega.ocn.ne.jp

甲斐東部材プレカット協同組合 401-0022 大月市初狩町中初狩近ヶ坂3274-2理事長 天野公夫

天野睦夫

0554-25-3333 0554-25-3330 amano@nanaho.co.jp

社会福祉法人 信和会

施設長 栗原德昌
明野コース支配人 佐藤充彦
経営企画部長
山川幸隆

0551-25-6100 0551-25-6103 kurihara-norimasa@sip-shinwakai.jp
m-sato@lake-wood.co.jp
0463-72-9135 0463-71-7418
yamakawa.y@lake-wood.co.jp

407-0263 韮崎市穴山町次第窪5164

(株)レイクウッドコーポレーション 259-0105 神奈川県中郡大磯町黒岩169

理事長 栗原 信
代表取締役 高野直人

