
＜支援機関　森林組合＞ 令和2年11月19日現在

都道府県 市区町村 番地 担当部署名 連絡先

01300 北海道森林組合連合会 林業 北海道 札幌市中央区北二条西 19丁目1-9 指導部　指導課 011-621-4293 北海道内の森林組合に限る

01301 十勝広域森林組合 林業 北海道 中川郡豊頃町農野牛 28番地 豊頃事業所 015-574-2126 www.tk-f.jp
8:30～17:00
組合員及び十勝管内の林業者に限
る

01302 苫小牧広域森林組合 林業 北海道 勇払郡むかわ町 穂別433番地 管理課 0145-45-2311
森林組合員並びにその他の林業者
に限る
平日9：00～17：00

01303 ようてい森林組合 林業 北海道 虻田郡京極町字春日 170番地 総務課 0136-42-2211 http://www.youtei-fa.or.jp
組合員及び当組合地区内林業者に
限る
8:00～17:00

01304 標津町森林組合 林業 北海道 標津郡標津町
北2条西1丁目1番3
号

管理課 0153-82-2131
当組合と契約実績のある標津町内
の林業者に限る

01305 北空知森林組合 林業 北海道 深川市 １条１９番３６号 総務部 0164-22-7400
北空知森林組合員に限る
8:45～

02300 青森県森林組合連合会 林業 青森県 青森市松原 1丁目16-25 管理部 017-723-2657 http://www.aomori-pfau.or.jp
所属員に限る
8:30～17:00

03300 岩手県森林組合連合会 林業 岩手県 盛岡市中央通 3-15-17 企画管理部 019-654-4411 http://iwatemoriren.org/
森林組合及び森林組合員並びにそ
の他の林業者に限る

04300 宮城県森林組合連合会 林業 宮城県 仙台市青葉区上杉 2-4-46 総務部 022-225-5991 http://www.miyamori.or.jp
宮城県内の森林組合、森林組合員
に限る
9:00～12:00　13:00～16:30

05300 秋田県森林組合連合会 林業 秋田県 秋田市川元山下町 8-28 総務課 018-866-7421 http://www.akita-moriren.or.jp/ 森林組合及び森林組合員に限る

06300 山形県森林組合連合会 林業 山形県 山形市成沢西 4-9-32 指導管理部 023-688-8100 http://www.y-moriren.jp 森林組合及び森林組合員に限る

07300 福島県森林組合連合会 林業 福島県 福島市中町 5番18号 指導課 024-523-0255 http://www.fukumoriren.org/ 森林組合及び森林組合員に限る

08300 茨城県森林組合連合会 林業 茨城県 常陸大宮市宮の郷 2153-23 総務企画部 0294-70-3620 http://www.iba-mori.or.jp/
森林組合、その組合員及び関係の
ある事業体に限る

支援機関
コード
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09300 栃木県森林組合連合会 林業 栃木県 宇都宮市西一の沢町 8-22 総務指導課 028-637-1450 http://www.tochimori.or.jp/ 森林組合及び森林組合員に限る

10300 群馬県森林組合連合会 林業 群馬県 前橋市上大島町 182-20 指導部　指導課 027-261-0615 https://gunmori.or.jp
群馬県内で林業を営む個人または
法人に限る

11300 埼玉県森林組合連合会 林業 埼玉県 秩父市東町
29-20埼玉県秩父地
方庁舎3階

0494-26-6105 http://www.saimoriren.7box.jp/
会員及び会員に係わる林業事業体
に限る。

12300 千葉県森林組合連合会 林業 千葉県 千葉市中央区長洲 1-15-7 総務課 043-227-8231 森林組合及び森林組合員に限る

13300 東京都森林組合 林業 東京都 西多摩郡日の出町平井 2759 総合企画部 042-588-7963 http://www.tokyo-sinrin.com
組合員及びその他の林業者に限る。9:00
～17:00

14300 神奈川県森林組合連合会 林業 神奈川県 秦野市菖蒲 317 総務指導課 0463-88-6767 http://www.kenmoriren.jp/ 森林組合に限る

15300 新潟県森林組合連合会 林業 新潟県 新潟市西区曽和 521-3 指導管理部 025-261-7111
http://www.niigata-
moriren.or.jp/

森林組合および森林組合員に限る

16300 富山県森林組合連合会 林業 富山県 富山市八町 6931 総務・指導課 076-434-3351 moriren-toyama.jp/ 森林組合・森林組合員に限る

17300 石川県森林組合連合会 林業 石川県 金沢市東蚊爪町 1-23-1 総務課 076-237-0121 http://www.ishikawa-moriren.jp/
森林組合および森林組合員並びに
その他の林業者に限る

18300 福井県森林組合連合会 林業 福井県 福井市江端町 20-1
総務指導部・指導

課
0776-38-0345 http://www.fukuimoriren.jp

森林組合、森林組合員、福井県しい
たけ生産連絡協議会　会員に限る

19300 山梨県森林組合連合会 林業 山梨県 中央市極楽寺 1214 総務課 055-273-0511 http://www.yskr.jp 県内の事業者に限る

20300 長野県森林組合連合会 林業 長野県 長野市岡田町 30番地16 指導利用部 026-226-2504 http://www.naganomoriren.or.jp 森林組合・森林組合員に限る

21300 岐阜県森林組合連合会 林業 岐阜県 岐阜市六条江東 2-5-6 森林整備部系統支援 058-275-4897 会員森林組合に限る

22300 静岡県森林組合連合会 林業 静岡県 静岡市葵区追手町 9-6 9F 指導課 054-253-0195 http://www.s-kenmori.net
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23300 愛知県森林組合連合会 林業 愛知県 名古屋市中区丸の内 3-5-16 総務課 052-961-9156 森林組合・森林組合員に限る

24300 三重県森林組合連合会 林業 三重県 津市桜橋 1-104 総務課 059-227-7355 森林組合及び森林組合員に限る

25300 滋賀県森林組合連合会 林業 滋賀県 大津市におの浜 4-1-20 総務課 077-522-4658 http://www. Shigamori.or.jp
組合員に限る等　午前９時～午後5
時

26300 京都府森林組合連合会 林業 京都府 京都市中京区西ノ京樋ノ口町 123 経営企画課 075-841-1030 http;//www.kyoto-shinrin.jp/ 森林組合及び森林組合員に限る

27300 大阪府森林組合 林業 大阪府 高槻市原 1052番地の1 総務部 072-698-0950 http://www.o-forest.org

大阪府森林組合正組合員及び準組
合員または大阪府森林組合が補助
対象者として認める林業事業体に
限る
（月～金）午前8：45～午後5：30

29300 奈良県森林組合連合会 林業 奈良県 奈良市内侍原町 6-1 総務課 0742-26-0541 https://www.naramori.or.jp 組合員に限る

30300 西牟婁森林組合 林業 和歌山県 田辺市鮎川 597-101 0739-49-0221
西牟婁森林組合の組合員に限る
9:00～17:00

30301 中辺路町森林組合 林業 和歌山県 田辺市中辺路町川合 1434-1 管理課 0739-64-0018 組合員に限る。

30302 那智勝浦町森林組合 林業 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町大野 2228 総務課 0735-56-0112
組合員に限る
受付時間午前8時半～午後5時

30303 大辺路森林組合 林業 和歌山県 西牟婁郡白浜町日置 980-1 0739-52-3424
組合員に限る。
受付時間午前8時半～午後5時

30304 和歌山県森林組合連合会 林業 和歌山県 和歌山市湊通丁南 四丁目18番地 総務課 073-424-4351
森林組合および森林組合員並びに
その他の林業者に限る

30305 広川町森林組合 林業 和歌山県 有田郡広川町下津木 936-1
広川町森林組合

事務局
0737-67-2005 8:30～17:30

30306 本宮町森林組合 林業 和歌山県 田辺市本宮町切畑 358 0735-43-0344
組合員及びその他の林業者に限る
9:00～15:00

30307 龍神村森林組合 林業 和歌山県 田辺市龍神村東 401 総務課 0739-78-0246
http://www.ryujin-
shinrin.jp/index.html

森林組合員に限る
午前8時～午後5時



都道府県 市区町村 番地 担当部署名 連絡先

支援機関
コード

支援機関名 備考ホームページＵＲＬ属性
支援機関所在地 担当窓口

30308 新宮市森林組合 林業 和歌山県 新宮市木ノ川 468 0735-31-3037
組合員に限る。
8:30～17:30

30309 紀中森林組合 林業 和歌山県 日高郡日高川町寒川 223 総務課 0738-58-0014 http://kichu-forest.com
組合員及びその他の林業者に限る
9:00～17:00

30310 かつらぎ町森林組合 林業 和歌山県 伊都郡かつらぎ町丁ノ町 2160  0736-22-7995 組合員に限る。8:30～17:00

30311 森林組合こうや 林業 和歌山県 伊都郡高野町高野山 543-1 0736-33-0050

30313 みなべ川森林組合 林業 和歌山県 日高郡みなべ町清川 1267 0739-76-2014

30314 熊野川町森林組合 林業 和歌山県 新宮市熊野川町日足 350 0735-44-1301 森林組合員に限る

30315 北山村森林組合 林業 和歌山県 東牟婁郡北山村大沼 208 0735-49-2118

31300 鳥取県森林組合連合会 林業 鳥取県 鳥取市湖山町西 2-413 販売課 0857-28-0121 http://www.torimori.com/ 鳥取県内の林業関係者に限る

32300 島根県森林組合連合会 林業 島根県 松江市母衣町 55番地 総務課 0852-21-6247 https://www.shimamori.or.jp 会員森林組合に限る

33300 岡山県森林組合連合会 林業 岡山県 岡山市北区岡南町 2丁目5番10号
総務部　企画指導

課
086-222-7671 http://www.okmoriren.or.jp/

森林組合員及び組合員に限る
8:30～17:00

34300 広島県森林組合連合会 林業 広島県 広島市中区鉄砲町 4-1 指導総務課 082-228-5111
http://www.hiroshima-
moriren.or.jp/

森林組合及び森林組合員並びにそ
の他の林業者に限る

35300 山口県森林組合連合会 林業 山口県 山口市駅通り 2-4-17 総務課 083-922-1955 http://www.ykenshin.or.jp/
林業事業体及び森林組合員に限る
8:30～17：00

36300 徳島県森林組合連合会 林業 徳島県 徳島市西新浜町 2-3-102 088-676-2200 http://www.toku-forest.com/
徳島県森林組合連合会の会員に限
る
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37300 香川県森林組合連合会 林業 香川県 高松市中野町 23-2 企画課 087-861-4352
http://www.ka-
moriren.or.jp/index.html

森林組合員及び組合員に限る

38300 南宇和森林組合 林業 愛媛県 南宇和郡愛南町城辺甲 1534-1 0895-72-1842
林業関係者に限る
受付時間午前8時～午後5時

38301 愛媛県森林組合連合会 林業 愛媛県 松山市三番町四丁目 4番地1 総務部　指導 089-941-0164 www.aimori.jp
森林組合及び森林組合員並びにそ
の他の林業者に限る

39300 高知県森林組合連合会 林業 高知県 南国市双葉台 7-1 指導部 088-855-7050 http://www.sinren39.or.jp/ 森林組合及び森林組合員に限る

39301 四万十町森林組合 林業 高知県 高岡郡四万十町古市町 10番14号 総務部 0880-22-5310 http://www.shimantohinoki.or.jp
四万十町内に住所を有する個人若
しくは法人に限る

40300 福岡県森林組合連合会 林業 福岡県 福岡市中央区天神 3-10-25 総務課 092-712-2171 www.fukuoka-moriren.org/ 森林組合及び森林組合員に限る

41300 佐賀県森林組合連合会 林業 佐賀県 佐賀市本庄町本庄 278-4 総務課 0952-23-4191 http://saga-moriren.org/ 森林組合及び森林組合員に限る

42300 長崎県森林組合連合会 林業 長崎県 諫早市貝津町 1122-6 業務部 利用課 095-727-1755
http://www.nagasaki-
moriren.org/

森林組合員及び組合員に限る

42301 平戸市森林組合 林業 長崎県 平戸市宝亀町 91-1 業務課 0950-28-0151 http://www.hirado-roman.or.jp 組合員に限る

43300 水俣芦北森林組合 林業 熊本県 水俣市小津奈木 473-1 総務課 0966-62-2014

43301 熊本県森林組合連合会 林業 熊本県 熊本市東区戸島 2丁目3番35号 指導部 096-285-8688 www.kumamori.or.jp
県内の森林組合及びその組合員に
限る

43302 八代森林組合 林業 熊本県 八代市泉町下岳 101 総務課 0965-67-2231 森林組合員に限る 9:00～17:00

43303 菊池森林組合 林業 熊本県 菊池市旭志伊坂 524番地1 森林計画課 0968-37-3500 8:30～17:00
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43304 緑川森林組合 林業 熊本県 上益城郡山都町下馬尾 315 利用課 0967-72-0154  森林組合員に限る9：00～17：00

43305 阿蘇森林組合 林業 熊本県 阿蘇市蔵原 885-1 総務課 0967-34-0335 http://aso-forest.jp 森林組合員に限る

44300 大分県森林組合連合会 林業 大分県 大分市大字古国府字内山 1337-20
総務部　森林組合

課
097-545-3500 会員に限る

44301 おおいた森林組合 林業 大分県 由布市庄内町大龍 1711-1 総務課 097-582-0900 www.oita-sinrin.org 組合員に限る

44302 竹田市森林組合 林業 大分県 竹田市飛田川 2246番地7 総務部　総務課 0975-62-2833 http://taketa-forest.com
組合員に限る
受付時間午前8時半～午後5時

44303 宇佐地区森林組合 林業 大分県 宇佐市安心院町田ノ口 250番地 総務部　総務課 0978-44-0200 http://www.usakumiai.com 組合員に限る

44304 臼津関森林組合 林業 大分県 臼杵市板知屋 1257-1 0972-62-3027
http://kyushinseki.wixsite.com/f
orest

8:30～17:00

44305 西高森林組合 林業 大分県 豊後高田市鼎 332 総務課 0978-22-2355 http://nisitakamori.jp/  組合員に限る平日8:00～17:00

44306 東国東郡森林組合 林業 大分県 国東市国東町小原 4423-1 総務課 0978-72-3755 http//higashikunisaki.jp/  組合員に限る平日8:00～17:00

44307 佐伯広域森林組合 林業 大分県 佐伯市宇目南田原 283-2 総務部 0972-54-3326 https://www.saikiforest.or.jp  組合員に限る平日8:00～17:00

44308 日田郡森林組合 林業 大分県 日田市天瀬町五馬市 300 総務部　総務課 0973-26-7878 http://www.gunshin.jp 組合員に限る 8時～17時

44309 大野郡森林組合 林業 大分県 豊後大野市三重町菅生 123 総務企画課 0974-22-1243
http://www9.ocn.ne.jp/～
oonosin/index.htm

組合員に限る。8:00～17:00

44310 別杵速見森林組合 林業 大分県 杵築市山香町内河野 2788番地の6 総務課 0977-75-0286 http://www.bekki-forest.com/ 9:00～16:00。組合員に限る



都道府県 市区町村 番地 担当部署名 連絡先

支援機関
コード

支援機関名 備考ホームページＵＲＬ属性
支援機関所在地 担当窓口

44311 日田市森林組合 林業 大分県 日田市大字庄手 850-5
総務部管理指導

課
0973-23-5168 www.hita-shinrin.com 8:30～17:00(休日は除く）

44312 玖珠郡森林組合 林業 大分県 玖珠郡玖珠町大字大隈 1199-1 総務課 0973-72-2344 8:30～17:00

45300 宮崎県森林組合連合会 林業 宮崎県 宮崎市橘通東 1丁目11番1号
事業部　労働安

全・山づくり対策室
0985-25-5133 http://www.moritohito.or.jp/

9：00～12：00　13：00～16：30
森林組合及び森林組合員並びにそ
の他の林業者に限る

47300 沖縄県森林組合連合会 林業 沖縄県 島尻郡南風原町大名 95番地の1 総務課 098-888-0676
http://okinawakenshinren.web.fc
2.com/

森林組合に限る


