都道府県林研連一覧表
都道府県事務局

郵便番号

所在地

電話番号

代表者

全国林業研究グループ連絡協議会

107-0052 東京都港区赤坂1-9-13三会堂ビル

03-3583-8407 田爪

弥栄

北海道林業グループ協議会

060-0004 札幌市中央区北４条西５丁目

011-261-7277

山口

敏男

青森県林研グループ連絡協議会

030-0151 青森市大字高田字日野26-2

017-739-1310

太田

範行

岩手県林業研究グループ連絡協議会

028-3623 紫波郡矢巾町大字煙山3-560-11 県林業技術センター内

019-698-1337

齋藤

眞琴

宮城県林業研究会連絡協議会

981-3602 黒川郡大衡村大衡字はぬ木14

022-345-2816

結城

一吉

(一社）秋田県森と水の協会

010-0941 秋田市川尻町字大川反170-169

018-883-1252

本城

政市

023-666-4331

菅原

勝

024-521-3245

豊田

新一

029-295-7318

穐山

與市
正

林業後継者部会

林業会館内
森林組合あおもり内

県林業技術総合センタ－内
森林環境会館内

山形県林業グループ連絡協議会

990-2473 山形市松栄1-5-41

福島県林研グループ連絡協議会

960-8043 福島市中町5-18

茨城県林業研究グループ連絡協議会

311-0122 那珂市戸4692

栃木県林業振興協会

320-8501 宇都宮市塙田1-1-20

県林業木材産業課内

028-623-3274

齋藤

群馬県林業研究グループ連絡協議会

371-0854 前橋市大渡町1-10-7

群馬県公社総合ビル６F

027-280-6254

小森谷孝志

埼玉県森林協会林業研究グループ部会

357-0212 飯能市井上138

042-970-2007

大村

雅恵

03-3583-8407

平山

雅美

千葉県林業研究会

-

山形県森林協会内
林業会館内

県林業技術センター内

(有)創林内

（＊お問合せは全国林業研究グループ連絡協議会へ）

東京都林業研究グループ連絡協議会

190-0181 西多摩郡日の出町大久野7852 東京都森林協会内

042-597-2881

福田

珠子

神奈川県林業研究グループ連絡協議会

250-0105 南足柄市関本440（南足柄市産業振興課内）

0465-73-8053

杉山

精一

新潟県林業研究会連絡協議会

950-8570 新潟市中央区新光町4-1

025-280-5326

江村

昇

富山県林業研究グループ協議会

930-8501 富山市新総曲輪1-7

健

石川県林業研究グループ連絡協議会

929-0325 河北郡津幡町字加賀爪ホ１

福井県山林協会普及部会林研分科会

910-0003 福井市松本3丁目16-10

山梨県林業研究グループ連絡協議会

408-0105 北杜市須玉町東向2231多麻15-2

長野県林業研究グループ連絡協議会

380-0936 長野市岡田町30-16 林業センター

岐阜県林業グループ連絡協議会

501-3714 美濃市曽代88 県立森林文化アカデミー内

静岡県林業研究グループ連絡協議会

420-8601 静岡市葵区追手町9番6号 県庁西館9階

愛知県森林協会林業研究グループ分科会

460-0001 名古屋市中区丸の内3-5-16

三重県林業研究グループ連絡協議会

514-0003 津市桜橋1丁目104番地（林業会館）林業技術普及協会内

滋賀県林業研究グループ連絡協議会

520-0801 大津市におの浜四丁目1番20号

京都府林業研究グループ連絡協議会

604-8424 京都市中京区西ノ京樋ノ口町123

大阪府

県林政課経営指導係内

富山県森林政策課内

076-444-3387

中野

潟端良子様方

076-254-5337

上野長次郎

福井県職員会館ビル2F

0776-23-3753

國吉

一實

0551-42-1006

明石

益夫

明石益夫様方
(一社)長野県林業普及協会内

026-226-5620

田中

忠

0575-35-2535

三浦

八郎

(公社)静岡県山林協会内 054-255-4488

熊平

智司

052-961-9730

齋藤

憲生

059-228-0924

川井

春生

077-522-2318

前田

康弘

075-841-1030

髙畑

正康

0790-62-2118 垣内

文秀
宗一

愛知県林業会館内

林業協会内
京都府森林組合連合会内

（事務局なし）

兵庫県林業研究グループ連絡協議会

671-2515 宍粟市山崎町五十波430

森林林業技術センター内

奈良県林業研究グループ連絡協議会

636-0202 磯城郡川西町結崎862-29 衣田雅人 様方

0745-43-1327

安田

和歌山県林業研究グループ連絡協議会

640-8585 和歌山市小松原通1-1

073-441-2991

田中多喜夫

鳥取県林業研究グループ連絡協議会

689-1311 鳥取市佐治町加瀬木363

0858-88-0575

岸田

鉃男

島根県林業研究グループ連絡協議会

690-8501 松江市殿町1番地

0852-22-5153

響

繁則

岡山県林業研究グループ連絡協議会

700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 県林政課内

086-226-7451

三木

敬臣

広島県林業研究グループ連絡協議会

730-8511 広島市中区基町10-52 県農林水産局森林保全課内

082-513-4840

新見

文章

山口県林業研究グループ連絡協議会

753-8501 山口市滝町１-１ 県森林企画課内

083-933-3460

木村

誠

徳島県林業研究グループ連絡協議会

771-0134 徳島市川内町平石住吉209-5

088-679-4103

榊野

千秋

香川県林業普及協会

760-0008 高松市中野町23-2 香川県森林組合連合会内

090-7626-1788 東川

政富

愛媛県林業研究グループ連絡協議会

791-1205 上浮穴郡久万高原町菅生二番耕地280-38

高知県林業研究グループ連絡協議会

783-0055 南国市双葉台７番地１ 高知県森林組合連合会内

088-855-7050

中越

利茂

福岡県林業研究グループ連合会

久留米市山本町豊田1438-2
839-0827
福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター内

0942-45-7868

吉村

正春

佐賀県林業研究グループ連絡協議会

840-8570 佐賀市城内1-1-59

0952-25-7132

市丸

道夫

長崎県林業研究グループ連絡協議会

854-0063 諫早市貝津町1122番地6 林業会館内

0957-25-0177

尾上

保博

熊本県林業研究グループ連絡協議会

862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 県林業振興課内

096-333-2444

平野

隆三

大分県林研グループ連合会

870-8501 大分市大手町3-1-1

097-506-3823

武田

邦弘

宮崎県林業研究グループ連絡協議会

880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号

0985-26-7154

中武

智和

鹿児島県林業研究グループ連絡協議会

892-0816 鹿児島市山下町9-15 鹿児島県林業改良普及協会内

099-223-8550

永岩

和幸

沖縄県林業研究グループ連絡協議会

900-8570 那覇市泉崎1-2-2

098-866-2295

与儀

一人

和歌山県庁林業振興課内

県農林水産部林業課内

(公社)徳島森林づくり推進機構内

県林業研究センター内 0892-21-2266

県林業課内

県林務管理課内
県森林経営課内

県森林管理課内

菊池俊一郎

