森 林 整 備 加 速 化 部 会
団体名

代表理事組合長 土橋 金六

南部町森林組合

住所
南巨摩郡富士川町鰍沢
400-0601
新居山官有番地
409-2305 南巨摩郡南部町内船7754-1

早川町森林組合
身延町森林組合
峡東森林組合

峡南森林組合

〒

代表者

担当者
佐野 武彦

H27.7
TEL

FAX

e-mail

0556-27-0231

0556-27-0233 qqbf65f9@dream.ocn.ne.jp

代表理事組合長 矢川 満

0556-64-2064

0556-64-2352 nanbusinrin.ub@vega.ocn.ne.jp

409-2734 南巨摩郡早川町雨畑１

代表理事組合長 望月 利金 京島 孝佳

0556-20-5100

0556-20-5101 hayamori@salps.net

409-2531 南巨摩郡身延町梅平2483-36

代表理事組合長 近藤 静雄

0556-62-0084

0556-62-0084 info@minobushinrin.or.jp

404-0033 甲州市塩山赤尾453-1

代表理事組合長 佐藤 繁則 日原 功

0553-33-2901

0553-33-3903 kyoutou.foa@vega.ocn.ne.jp

中央森林組合

400-0851 甲府市住吉1-2-19

代表理事組合長 笹本嘉壽雄 伊藤 力

055-232-0581

055-232-0579 sinnrin@mx3.nns.ne.jp

峡北森林組合

408-0303 北杜市武川町宮脇36

代表理事組合長 藤原 忠直

0551-26-2300

0551-26-2390 ksinrin@circus.ocn.ne.jp

北都留森林組合

409-0112 上野原市上野原5273-2

代表理事組合長 波多野 晁

中田 無双

0554-62-3330

0554-62-3474 kitaturu@aria.ocn.ne.jp

南都留森林組合

402-0025 都留市法能404-13

代表理事組合長 杉本 光男

参事 青木

0554-43-7455

0554-43-6982 minamisinkumi@cc.wakwak.com

富士北麓森林組合

401-0301 南都留郡富士河口湖町船津6663-1

代表理事組合長 渡邉 雄司

渡辺 美男

0555-72-2300

0555-72-2982 fhshinrin@iaa.itkeeper.ne.jp

大月市森林組合

401-0015 大月市大月町花咲1669-11

代表理事組合長 渡邊 泰

佐藤 壽

0554-22-4111

0554-22-7060 otuki-sk@image.ocn.ne.jp

富士吉田市外二ヶ村
403-0005 富士吉田市上吉田5605
恩賜県有財産保護組合

組合長 武川 勉

高村 初男

0555-22-3355

0555-23-3425

早川町役場

409-2732 南巨摩郡早川町高住758

町長 辻 一幸

振興課

0556-45-2511

0556-20-5000

南部町役場

409-2398 南巨摩郡南部町内船4473-1

産業振興課 木内 宏貴

0556-64-4838

0556-64-3116

身延町役場

409-3392 南巨摩郡身延町切石350

町長 望月 仁司

産業課 深沢 教博

0556-42-4805

0556-42-2127

甲府市役所

400-8585 甲府市丸の内1-18-1

市長 樋口 雄一

産業部 林政課長 飯島 敬良

055-241-5616

055-241-5698 ti3iks@city.kofu.lg.jp

韮崎市役所

407-8501 韮崎市水神1-3-1

市長 内藤 久夫

農林課 農林振興担当 保坂昌春

0551-22-1111

0551-23-1215 masaharu.hosaka@city.nirasaki.lg.jp

産業観光部 林政課長 手塚清作
整備担当 輿水伸二

0551-42-1353

0551-42-1122 koshimizu-shi@city.hokuto.lg.jp

0554-52-2114

0554-52-2572 yano-kotetsu@vill.doshi.lg.jp

0554-62-3119

0554-62-1086 higashiyama-hez@city.uenohara.lg.jp

0556-64-2206

0556-64-3656 mochirin@kyp.biglobe.ne.jp

北杜市役所

408-0188 北杜市須玉町大豆生田961-1

市長 白倉 政司

道志村役場

402-0209 南都留郡道志村6181-1

村長 長田 富也

上野原市役所

409-0192 上野原市上野原3832

市長 江口 英雄

望月林業(有)

409-2212 南巨摩郡南部町南部7635

代表取締役 望月 肇

産業振興課 矢野
建設経済部 経済課
農林整備担当 杉本
望月 誠司

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

同左

055-264-2503

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

(有)依田林業

404-0021 甲州市塩山一之瀬高橋30

代表取締役 依田忠紀

業務部 河合 美千代

0553-33-2845

0553-33-2668

(有)藤原造林

400-0126 甲斐市大下条655-1

代表取締役 藤原正志

055-277-2841

055-277-2841 m-masa@sj8.so-net.ne.jp

(有)清水林業

407-0055 韮崎市清哲町青木2653

代表取締役 清水正盛

清水 てい子

(有)細田組

407-0052 韮崎市円野町下円井1634

代表取締役 細田久美

鈴木 博義

(有)望月造林

409-3422 南巨摩郡身延町宮木17

代表取締役 望月光子

(有)若葉林業

409-3301 南巨摩郡身延町西嶋1328
甲府市武田1-2-5
(公財)山梨県林業公社 400-0016
（(社)山梨県治山林道協会館内）

代表取締役 荒川豊樹
理事長 荒井洋幸

事務局長 伴野 直明

0551-22-3408
0551-23-3596 sya7_6@hotmail.com
0551-20-2533
0551-27-2187 forest-hosoda@kuf.biglobe.ne.jp
090-9802-8708(鈴木)
0556-42-3191
msy3@agate.plala.or.jp
0556-42-3869

0556-42-3869 wakaba-forestry@silk.ocn.ne.jp

055-242-6666

055-254-6020

団体名

〒

住所

代表者

(有)平林林業

400-0514 南巨摩郡富士川町平林2012

代表取締役 深沢 秀敏

(有)三西林業

409-2704 南巨摩郡早川町大原野502

代表取締役 深沢 岩夫

(有)今福林業

409-3102 南巨摩郡身延町八坂214-4

今福 美人

鳴沢・富士河口湖
恩賜県有財産保護組合

401-0320 南都留郡鳴沢村3126

組合長 梶原義美

担当者
代理者 早川 俊英
監査 深沢 藤喜
課長 三浦 勝一

TEL

FAX

0556-22-5696

0556-22-5696

e-mail

0556-48-2177

0556-48-2177

0556-38-0054

0556-38-0666

0555-85-2013

0555-85-3003 n-onso@fancy.ocn.ne.jp

055-236-1600

055-224-5520 fujit@mxb.mesh.ne.jp

0555-72-1115

0555-72-6038

(株)富士グリーンテック 400-0049 甲府市富竹三丁目1-3

代表取締役 斉藤 陽一

富士河口湖町

401-0392 南都留郡富士河口湖町船津1700

町長 渡辺喜久男

（有）原林業

409-1502 北杜市大泉町谷戸234

代表取締役 原 二士夫

0551-38-3796

rinhara@oizumi.ne.jp

（有）天女山

409-1501 北杜市大泉町西井出8240-2126

代表取締役 小宮山信吾

0551-38-3015

ten-shin@oziumi.ne.jp

（有）東林業

401-0015 大月市大月町花咲343

代表取締役 河野 東

西桂町役場

403-0022 南都留郡西桂町小沼1501-1

西桂町長 小林千尋

産業振興課 重森 正

中央市役所

400-1594 中央市大鳥居3866

中央市長 田中久雄

農政課 課長 河野照雄

ka-ozawa@city.yamanashi-chuo.lg.jp

甲斐市役所

400-0192 甲斐市篠原2610

甲斐市長 保坂 武

農林振興課 課長 今村親弘

t-kubota17@city.kai.lg.jp

南アルプス市役所

400-0395 南アルプス市小笠原376

南ｱﾙﾌﾟｽ市長 金丸一元

農林振興課 課長 野田栄志

笛吹市役所

406-8510 笛吹市石和町市部777

笛吹市長 倉嶋 清次

農林振興課 課長 雨宮良秋

甲州市役所

404-8501 甲州市塩山上於曽1085

甲州市長 田辺 篤

産業振興課 有賀 博

山梨市役所

405ｰ8501 山梨市小原西843

山梨市長 望月 清賢

農林商工課 副主査 中沢 敏

忍野村役場

401-0592 南都留郡忍野村忍草1514

忍野村長 天野多喜雄

(有)木成

419-0317 静岡県富士宮市内房842-2

代表取締役 佐野 博

(株)小林林業土木

401-0320 南都留郡鳴沢村3349

代表取締役 小林 守

富士吉田市役所

403-8601 富士吉田市下吉田1842

富士吉田市長 堀内 茂

農林課 課長補佐 三浦孝平

0554-22-3799
0555-25-2121

azuma-forestry4548@ivory.plala.or.jp
0555-20-2015 tadashi@town.nishikatsura.lg.jp

mokusei1014@ybb.ne.jp
0555-85-2008

0555-85-3188 ringyoudoboku@coffee.ocn.ne.jp
norin@city.yamanashi.lg.jp

