
H28.4.1現在

代表職名 氏　名 〒 所在地・事務局 電話番号 ＦＡＸ
四国森林管理局 局　長 大山 誠一郎 780-8528 高知市丸の内1-3-30 088-821-2210 088-875-3461

国立研究開発法人　森林総合研究所四国支所 支所長 外崎　真理雄 780-8077 高知市朝倉西町2-915 088-844-1121 088-844-1130

所　長 草牧　智之 780-0053 高知市駅前町5-5（大同生命高知ビル内） 088-883-5672 088-861-8131

一般社団法人　高知県森林整備公社 理事長 高橋　長太 780-8064 高知市朝倉丁280-2 088-850-7870 088-844-0180

高知県森林組合連合会 代表理事会長 中越　利茂 780-0082 高知市南川添10-21 088-855-7050 088-855-7051

一般社団法人　高知県山林協会 会長理事 上治　堂司 780-0046 高知市伊勢崎町8-24 088-822-5331 088-875-7191

一般社団法人　高知県森林土木協会 会長理事 嶋﨑　勝昭 780-0861 高知市升形2-15 升形ビル３Ｆ南 088-822-7643 088-822-0305

一般社団法人　高知林業土木協会 会　長 山下　政司 780-0850 高知市丸ノ内1-7-36 高知興林会館２Ｆ 088-875-4495 088-873-9297

一般社団法人　高知県建設業協会 会　長 山中　栄広 780-0870 高知市本町4-2-15 088-822-6181 088-823-5662

高知県建設業協同組合 理事長 西野　精晃 780-0870 高知市本町4-2-15 088-872-8962 088-872-8790

高知県砕石工業組合 理事長 川上　和孝 780-8016 高知市南ノ丸町51-7 グランディール１Ｆ 088-831-1337 088-831-1321

公益財団法人　高知県山村林業振興基金 理事長 中越　利茂 780-0082 高知市南川添10-21 088-855-7050 088-855-7051

高知県種苗緑化協同組合 理事長 岡本　雅光 782-0009 香美市土佐山田町神母ノ木159-1 0887-53-4161 0887-53-4162

高知県林業改良普及協会 会　長 中越　利茂 780-0082 高知市南川添10-21 088-855-9146 088-855-9147

土佐林業クラブ 会　長 窪田　真一 783-0007 南国市明見796-1（溝渕林業株式会社内） 088-863-7622 088-863-7620

株式会社　とされいほく 代表取締役 岩﨑　憲郎 789-0313 長岡郡大豊町川口2042-16 0887-72-1230 0887-72-0331

日本林業技士会四国支部 支部長 長澤　佳暁 780-0046 高知市伊勢崎町8-24（山林協会内） 088-822-5331 088-875-7191

公益社団法人　高知県森と緑の会 理事長 結城　健輔 780-0870 高知市本町5-1-50 中沢ビル４Ｆ 088-855-3905 088-855-3906

林材業労働災害防止協会高知県支部 支部長 中越　利茂 780-0082 高知市南川添10-21 088-856-5721 088-856-5731

高知県林業労働力確保支援センター[(公財)高知県山村林業振興基金内] ｾﾝﾀｰ所長 津野　文明 782-0078 香美市土佐山田町大平80（森林研修ｾﾝﾀｰ研修館内） 0887-57-0366 0887-57-0396

H28.4.1現在

名　　　　　称 代表職名 氏　名 連絡先 氏　名 〒 事 務 局 所 在 地 電話番号 ＦＡＸ

安芸流域林業活性化センター 会長 上治　堂司 事務局長 谷脇　勝久 781-6201 安芸郡馬路村馬路443（馬路村役場産業建設課内） 0887-44-2336 0887-44-2779

嶺北流域林業活性化センター 会長 和田　守也 事務局長 吉村　雅愛 784-3401 土佐郡土佐町土居194（土佐町産業振興課内） 0887-82-2450 0887-70-1333

中央流域林業活性化センター 会長 法光院　晶一 事務局長 佐々木　寿幸 782-8501 香美市土佐山田町宝町1-2-1（香美市産業振興課内） 0887-52-9283 0887-53-5877

流域林業活性化センターによど川 会長 戸梶　眞幸 事務局長 藤田　浩 781-2194 高岡郡日高村本郷61-1(日高村産業環境課内) 0889-24-4647 0889-20-1525

流域林業活性化センター四万十 会長 池田　洋光 事務局長 槇本　寿文 789-1401 高岡郡中土佐町大野見吉野12（中土佐町大野見庁舎農林課内） 0889-57-2022 0889-57-2027

幡多流域林業活性化センター 会長 江口　文夫 事務局長 江口　文夫 788-0052 宿毛市和田1244-1（宿毛市森林組合内） 0880-63-3151 0880-63-3152

  森林・林業関係団体

流域林業活性化センター

団　体　・　協　議　会　等　名

国立研究開発法人　森林総合研究所　森林整備センター　高知水源林整備事務所



H28.4.1現在
代表職名 氏　名 〒 所在地・事務局 電話番号 ＦＡＸ

一般社団法人　高知県木材協会 会　長 小川　康夫 780-0801 高知市小倉町２－８ 088-883-6721 088-884-1697

高知県木製品工業連合協同組合 代表理事 大原　儀郎 780-0801 高知市小倉町２－８ 088-882-0298 088-884-1697

高知県素材生産業協同組合連合会 代表理事 福留　治實 780-0801 高知市小倉町２－８ 088-883-8504 088-884-5868

高知県木材産業協同組合連合会 理事長 小川　康夫 780-0801 高知市小倉町２－８ 088-883-6721 088-884-1697

高知県青年林材協会 会　長 坂本　一 789-0303 長岡郡大豊町川口２０４２ 0887-72-1177 0887-72-1311

高知県木材協同組合 代表理事 門那　國雄 781-0112 高知市仁井田４５０９ 088-847-2332 088-847-2352

高知県木協建材協同組合 代表理事 山村　一正 781-0112 高知市仁井田４５０９ 088-847-4156 088-847-3930

高知県木材商業協同組合 理事長 門那　國雄 781-0112 高知市仁井田４５０９ 088-847-7222 088-847-7223

協同組合　高知県木材市場連盟 理事長 尾﨑　徳七 781-0112 高知市仁井田４３４８ 088-847-0111 088-847-0116

協同組合　高知県木材工業団地連盟 理事長 山﨑　明世 781-0112 高知市仁井田４５０２ 088-847-0161 088-847-0162

高知県中央木材工業団地協同組合 代表理事 溝渕　浩一 783-0055 南国市双葉台１９ 088-862-1050 088-880-8160

協同組合　須崎木材工業団地 代表理事 市川　正孝 785-0002 須崎市港町７６ 0889-42-1001 0889-42-8747

高知県建具協同組合　 理事長 狩野　恭輔 780-0072 高知市杉井流１５－２０ 088-883-6665 088-883-6669

協同組合　ドライウッド土佐会 代表理事 大原　儀郎 780-0801 高知市小倉町２－８ 088-883-8810 088-884-1697

一般社団法人　高知県植物検疫協会 会　長 高橋　克行 781-0112 高知市仁井田４６５３ 088-847-1021 088-847-1527

H28.4.1現在
代表職名 氏　名 〒 所在地・事務局 電話番号 ＦＡＸ

公益財団法人　四万十川財団 理事長 池田　三男 786-0013 高岡郡四万十町琴平町４７４－１ 0880-29-0200 0880-29-0201

公益財団法人　高知県牧野記念財団（高知県立牧野植物園） 理事長 水上　元 781-8125 高知市五台山４２００－６（同左） 088-882-2601 088-882-8635

代表 宮本　則昭 782-0078 香美市土佐山田町大平８０ 0887-52-0087 0887-52-0097

公益財団法人　エコサイクル高知 代表理事 岩城　孝章 781-2164 高岡郡日高村本村字焼坂６５９－１ 0889-24-6210 0889-24-6212

公益財団法人　高知県魚さい加工公社 代表理事 氏原　和彦 780-8040 高知市神田字治国谷１６４６－１ 088-805-1660 088-805-1661

一般社団法人　高知県産業廃棄物協会 会長 石元　速雄 780-0870 高知市本町２－２－２９ 畑山ビル６Ｆ 088-872-5056 088-872-5055

一般社団法人　高知県リサイクル協会 会長 金平　進 781-0112 高知市仁井田４６１３－２ 088-837-6167 088-837-6248

  木材産業関係団体
団　体　・　協　議　会　等　名

  環境関係団体
団　体　・　協　議　会　等　名

情報交流館ネットワーク



H28.4.1現在

所　管

事務所

安　芸 芸　　　東 西岡　尚宏 781-6832 室戸市吉良川町甲3947-210 (0887) 24-5002 (0887) 25-2051

高 知 東 部 田中　静夫 781-6441 北川村野友甲1563-3 (0887) 38-4311 (0887) 38-4312

馬  路  村 小松　博 781-6201 馬路村馬路3744 (0887) 44-2201 (0887) 44-2770

中央東 香      美 野島　常稔 781-4212 香美市香北町美良布1100 (0887) 59-2004 (0887) 59-3394

物      部 小松　律男 781-4401 香美市物部町大栃1458-4 (0887) 58-3115 (0887) 58-3116

高  知  市 高橋　英雄 781-3102 高知市鏡小浜8 (088) 896-2500 (088) 896-2506

嶺　北 大  豊  町 稲田　繁治 789-0311 大豊町杉1079-1 (0887) 72-0123 (0887) 72-1444

本  山  町 今西　芳彦 781-3601 本山町本山794-8 (0887) 76-2051 (0887) 76-2082

土  佐  町 永野　敏明 781-3401 土佐町土居26-1 (0887) 82-0140 (0887) 82-1013

大  川  村 和田　茂昭
（組合長職務代行者）

781-3703 大川村小松28-6 (0887) 84-2314 (0887) 84-2350

中央西 高 知 中 央 西内　德幸 781-2321 いの町小川東津賀才84-1 (088) 867-2221 (088) 867-2222

仁  淀  川 西森　善光 781-1501 仁淀川町大崎270-3 (0889) 35-0240 (0889) 35-0242

須　崎 須 崎 地 区 細木　啓延 785-0024 須崎市安和925 (0889) 43-0030 (0889) 43-0031

津　野　町 戸田　　昭 785-0501 津野町力石2878 (0889) 62-3121 (0889) 62-2385

梼  原  町 森山　真二 785-0644 梼原町広野647 (0889) 65-0121 (0889) 65-0788

四 万 十 町 沖本　英城 786-0007 四万十町古市町10-14 (0880) 22-5310 (0880) 22-5330

幡　多 幡　　　東 堀　孝 789-1715 黒潮町熊井346-8 (0880) 55-2021 (0880) 55-3355

中  村  市 宮本　昌博 787-0009 四万十市佐岡415-5 (0880) 34-2233 (0880) 34-2235

西 土 佐 村 中脇　碩哉 787-1601 四万十市西土佐江川崎2180 (0880) 52-1152 (0880) 52-2198

宿  毛  市 江口　文夫 787-0052 宿毛市和田1244-1 (0880) 63-3151 (0880) 63-3152

大  月  町 服部　郁夫 788-0302 大月町弘見2045-2 (0880) 73-0065 (0880) 73-0073

三  原  村 矢野　憲三 787-0803 三原村来栖野346 (0880) 46-2436 (0880) 46-2453

土佐清水市 山下　林栄 787-0332 土佐清水市汐見町4-5 (0880) 82-1010 (0880) 82-1031

（会長）

県　森　連 中越　利茂 780-0082 高知市南川添10-21 (088) 855-7050 (088) 855-7051

森　林　組　合　名　簿

森林組合名 組合長氏名 〒 事務所所在地 電　    話 Ｆ　Ａ　Ｘ



H28.4.1現在
所　管
事務所

郵便番号 電話番号 Ｆ  Ａ  Ｘ

安　芸 東 洋 町 産業建設課 781-7414 大字生見７５８－３ 0887-29-3395
0887-29-3825
(0887-29-3813)

室 戸 市 産業振興課 781-7185 浮津２５－１ 0887-22-5119 0887-22-1120

奈 半 利 町 地域振興課 781-6402 乙１６５９－１ 0887-38-8182 0887-38-7788

田 野 町 まちづくり推進課 781-6410 １８２８－５ 0887-38-2813 0887-38-2044

安 田 町 経済建設課 781-6421 大字安田１８５０ 0887-38-6714 0887-38-6780

北 川 村 産業課 781-6441 大字野友甲１５３０ 0887-32-1221 0887-32-1234

馬 路 村 産業建設課 781-6201 大字馬路４４３ 0887-44-2336 0887-44-2779

安 芸 市 農林課 784-8501 矢ノ丸１－４－４０ 0887-35-1016 0887-35-4445

芸 西 村 経済建設課 781-5792 和食甲１２６２ 0887-33-2113 0887-33-4035

中央東 香 南 市 農林課 781-5452 香我美町下分６４６ 0887-57-7517 0887-57-7526

香 美 市 産業振興課 782-8501 土佐山田町宝町１－２－１ 0887-52-9283 0887-53-5877

高 知 市 鏡地域振興課 781-3102 鏡小浜７ 088-896-2001 088-896-2004

南 国 市 農林水産課 783-8501 大埇甲２３０１ 088-880-6559 088-880-6159

嶺　北 大 豊 町 プロジェクト推進室 789-0392 高須２３１ 0887-72-0450 0887-72-0474

本 山 町 まちづくり推進課 781-3692 本山５０４ 0887-76-3916 0887-76-2943

土 佐 町 産業振興課 781-3492 土居１９４ 0887-82-2450 0887-70-1333

大 川 村 事業課 781-3703 小松２７－１ 0887-84-2211 0887-84-2328

中央西 土 佐 市 農林業振興課 781-1192 高岡町甲２０１７－１ 088-852-7656 088-852-4644

い の 町 森林政策課 781-2401 上八川甲１９３４ 088-867-2322 088-867-2324

仁 淀 川 町 産業建設課 781-1592 大崎１２４ 0889-35-1083 0889-35-0571

佐 川 町 産業建設課 789-1292 甲１６５０－２ 0889-22-7724 0889-22-4950

越 知 町 建設課 781-1301 越知甲１９７０ 0889-26-1113 0889-26-1168

日 高 村 産業環境課 781-2194 本郷６１－１ 0889-24-4647 0889-20-1525

須　崎 須 崎 市 農林水産課 785-8601 山手町１－７ 0889-42-3591 0889-42-3592

中 土 佐 町 農林課 789-1401 大野見吉野１２ 0889-57-2022 0889-57-2027

四 万 十 町 農林水産課 786-8501 琴平町１６－１７ 0880-22-3113 0880-22-5040

津 野 町 産業課 785-0201 永野４７１－１ 0889-55-2021 0889-55-2022

檮 原 町 産業振興課 785-0695 梼原１４４４－１ 0889-65-1250 0889-40-2188

幡　多 黒 潮 町 海洋森林課 789-1795 佐賀１０９２－１ 0880-55-3115 0880-55-3850

大 月 町 産業振興課 788-0302 弘見２２３０ 0880-73-1115 0880-73-1577

三 原 村 産業建設課 787-0892 来栖野３４６ 0880-46-2111 0880-46-2114

四 万 十 市 農林水産課 787-8501 中村大橋通４－１０ 0880-34-1118 0880-34-0478

宿 毛 市 産業振興課 788-8686 桜町２－１ 0880-63-1117 0880-63-0174

土佐清水市 農林水産課 787-0392 天神町１１－２ 0880-82-1228 0880-82-1131

市町村一覧（森林・林業関係）

市町村 課    名 所   在   地


