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お名前の上で が表示される企業・団体は 
それぞれのホームページにリンクしています。 

 
 

  

北 海 道 林 業 協 会 北海道森づくり推進協議会 

 

北海道森林整備事業 

連合協議会 

  一般社団法人 

   北海道治山林道協会 

 一般社団法人 

      北海道森林土木建設業協会 

北海道山林種苗協同組合  
 北海道木材産業 

協同組合連合会 

 

札幌地方木材協会 
一般社団法人 

札幌林材協会 

北海道素材生産業 

   協同組合連合会 
    大澤木材(株) 

栄  林  会  羊蹄林産協同組合 
一般社団法人 

札幌林業土木協会 

一般社団法人 

旭川林業土木協会 

渡島森づくり事業 

     協同組合 
浦幌林産協同組合 山洋建設(株)  

興雄地区森林育成 

      協同組合 

協同組合 

 アースグローイング 

上川北部森づくり 

      協同組合 
北見森づくり協同組合 

上川中部森林整備 

    事業協同組合 

北海道森林土木 

設計協会 

一般社団法人 

北海道林産物検査会 

東胆振森づくり 

            協同組合 

一般社団法人 

北海道林業機械化協会 
松前地区林産協同組合 

一般社団法人 

北海道造林協会 
山崎 正明 

   阿寒綜合林業協同組合 

大澤 友厚 江野木材工業(株) 
一般財団法人 

北海道林業会館 
 

津別単板協同組合 
留萌地区間伐材 

  生産加工協同組合 

一般財団法人 

前田一歩園財団 

 

堀  達也 蛾眉野林産協同組合 東北海道木材協会 
 

 
北栄測量設計(株) 

一般社団法人 

北見林業土木協会 
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葵建設株式会社 株式会社  近藤組 久島工業株式会社 寺井建設株式会社 北海道森林組合振興協議会

浅井　定美 株式会社  佐々木建設 くしろ西森林組合 土井木材株式会社 北海道森林土木建設業協会　美深支部

浅田　孝之 株式会社  新谷宍戸建設 釧路東森林組合 道栄工業株式会社 北海道森林土木建設業協会　松前支部

浅沼　和敏 株式会社  信和測量設計事務所 工藤　穂 道南地方木材協会 北海道森林土木建設業協会旭川支部

旭　孝喜 株式会社  タイホクプランニング 国安産業株式会社 当別町森林組合 北海道森林土木建設業協会厚岸支部

旭川林窓会 株式会社  ダイヤコンサルタント北海道支社 熊谷　冨雄 当別舗道株式会社 北海道森林土木建設業協会岩見沢支部

旭川林窓会 株式会社  ツカサ技研 熊谷　操 東邦コンサルタント株式会社 北海道森林土木建設業協会上川支部

アサヒコンサルタント株式会社 株式会社  津田組 熊澤　弥太郎 東邦木材工業株式会社 北海道森林土木建設業協会北見支部

芦別市森林組合 株式会社  西村組 倉下　勝彦 道北沿岸貨物自動車株式会社 北海道森林土木建設業協会倶知安支部

厚岸町森林組合 株式会社  野田組 栗林建設株式会社 東北木材株式会社 北海道森林土木建設業協会空知支部

厚岸木材工業協同組合 株式会社  浜田組 小泉　廣滿 当麻町森林組合 北海道森林土木建設業協会十勝支部

厚沢部町森林組合 株式会社  早水組 興和建設株式会社 十勝の木で家をつくる会 北海道森林土木建設業協会苫小牧支部

厚浜木材加工協同組合 株式会社  フクタ コーリン建設株式会社 特定非営利活動法人　北海道に森を創る会 北海道森林土木建設業協会函館支部

網走地区森林組合 株式会社  細道コンサルタント 国土開発工業株式会社 戸花　悦夫 北海道森林土木建設業協会桧山支部

阿部　昭彦 株式会社  松木測量設計 児玉　勇 飛岡　佳典 北海道森林土木連合協議会

阿部　敏章 株式会社  三浦組 小針土建株式会社 豊田　康弘 北海道農林土木コンサルタント株式会社

阿部建設株式会社 株式会社  吉岡建設 近藤林業株式会社 豊富猿払森林組合 北海道林業グループ協議会

綾部　勉 株式会社  若狭組 齋藤　馨 豊岬木材工業株式会社 北工建設株式会社

アラヤ総合設計株式会社 株式会社  渡辺組 酒井建設株式会社 鳥居　昌男 堀　幸夫

安藤山林緑化(株) 株式会社　イエツネ林業 坂口　勝義 永井　輝勝 堀江　悟

池端　信雄 株式会社　伊関組 嵯峨秀栄測量設計株式会社 中川　成 前崎　義治

石井　良夫 株式会社　イトイ産業 坂本　敏之 中標津町森林組合 前崎　武人

石岡　慶一 株式会社　岩橋組 阪元　兵三 中島　清美 幕別町森林組合

石上　勝正 株式会社　内田建設 櫻田　誠 中島　勇二 増毛土建株式会社

石狩市森林組合 株式会社　遠藤組 佐々木　満 中田　哲夫 増田　定滋

石黒　政和 株式会社　大阪建設 札幌市森林組合 中塚建設株式会社 松井　弘之

石子　彭培 株式会社　大野組 札幌モーニングロータリークラブ 中頓別・浜頓別町森林組合 松浦　清

石田　繁夫 株式会社　長組 佐藤　浩吉 中原　修一 松浦　清重

石橋　康人 株式会社　小野寺組 佐藤　次夫 中村　教雄 松原　健一

市澤　泰治 株式会社　カイト 佐藤　芳一 中村興業株式会社 松原　弘昌

市原　泰 株式会社　賀集建設 佐藤建設工業株式会社 中本土建株式会社 松原産業株式会社

市村　貴弥 株式会社　川村組 更別森林組合 七飯町森林組合 松本建設株式会社

一般財団法人　日本森林林業振興会札幌支部 株式会社　騎西組 沙流川森林組合 生井　澄子 間藤　哲弘

一般社団法人　日本森林技術協会北海道事務所 株式会社　工藤組 佐呂間町森林組合 浪岡　邦也 真山　良

一般社団法人 林道安全協会北海道支所 株式会社　久保組 澤井　征四郎 奈良　賢 丸源機械株式会社

伊藤　寿勝 株式会社　小林組 澤田　豊 新井田　利光 丸善木材株式会社

伊藤　隆 株式会社　小林建設 山栄産業株式会社 西尾建設株式会社 丸髙産業株式会社

居林建設工業株式会社 株式会社　櫻組 サン技術コンサルタント株式会社 西尾木材株式会社 三浦　廣幸

今金町森林組合 株式会社　ササキ 三協機械建設株式会社 西澤建設株式会社 三口　功

今田　秀樹 株式会社　三和建設 静谷　君助 西田建設株式会社 溝端紙工印刷株式会社

岩崎　芳吉 株式会社　スガワラ 品田　浩治 西十勝森林組合 南建設株式会社

岩見沢林産工業株式会社 株式会社　高橋建設 篠原　勇 二瓶　理 南しりべし森林組合

植杉　雅幸 株式会社　龍川工業所 標茶町森林組合 日本緑化中村株式会社 南空知森林組合

上野　義勝 株式会社　田畑建設 標津町森林組合 丹羽建設株式会社 三原　達

梅井　敏則 株式会社　出口組 嶌田　康之 根室地区林産振興協会 三宅　久男

浦田　修一 株式会社　寺沢組 清水町森林組合 野沢　勝弘 宮坂建設工業株式会社

江口工業株式会社 株式会社　道南土木 下宮　俊明 能勢　誠夫 宮崎　孝征

江尻　義則 株式会社　東北建設 昭和マテリアル株式会社 能登谷建設株式会社 宮永建設株式会社

枝松　義英 株式会社　中川建設 白石　静夫 野呂田　隆史 三好　彦三郎

遠軽地区森林組合 株式会社　中田組 白糠木材株式会社 はこだて広域森林組合 村井建設株式会社

遠藤　利明 株式会社　ニチモク林産北海道 白糠木材工業協同組合 橋場建設株式会社 村井小泉建設株式会社

及川産業株式会社 株式会社　林組 しりべし林業協会 橋場産業株式会社 村上　敏夫

王子フォレストリー株式会社 株式会社　平村建設 新昌建設株式会社 長谷川建設株式会社 村上　晴芳

雄武町森林組合 株式会社　宏栄建設 新生紀森林組合 畠山　勝利 村上　康夫

大河原　雅樹 株式会社　北興建設 菅崎　治宏 畠澤　幸雄 村田　修身

大野　忠公 株式会社　北創 菅原　萬助 濱田　滿 村山　徳男

大野　英雄 株式会社　北都 杉田林業有限会社 浜中製材協同組合 明盛建設株式会社

大堀　尚己 株式会社　北豊商建 杉村　茂 林　　武 目黒　竹治

大箭　敏雄 株式会社　ホクリンコンサルタント 杉本　昌三 林　　義雄 本橋　正人

小川建設株式会社 株式会社　堀口組 鈴木　清二 林　友行 森田産業株式会社

沖野　正廣 株式会社　堀清水組 鈴木　隆 日高地区森林組合振興会 守谷建設株式会社

小倉　勝美 株式会社　ホリタ 鈴木　匡 日高中部森林組合 紋別木材協同組合

置戸地区林産協同組合 株式会社　本田組 鈴木　正 日高東部森林組合 安岡建設工業株式会社

尾田建設株式会社 株式会社　前田組 鈴木　幹朗 ひだか南森林組合 安田　伸生

小田島　俊二 株式会社　マルニ西木材店 鈴木産業株式会社 日高森づくり協同組合 安田建設株式会社

尾谷　薫 株式会社　向井建設 千廣　俊幸 美幌町森林組合 矢田木材株式会社

乙部町森林組合 株式会社　山岡建設工業 空知単板工業株式会社 檜山建設協会 矢野　庄太郎

小野建設工業株式会社 株式会社　吉安組 大樹町森林組合 檜山南部森林組合 山口　若生

小野寺　宗昭 株式会社　よつばハウジング 大雪林業株式会社 開本　孝昭 山崎　幸晴

オホーツク森林づくりクラブ 株式会社　和秀 大北土建工業株式会社 広尾町森林組合 山下　和弘

オホーツク中央森林組合 上川北部森林組合 高橋　倫人 廣瀬　　裕 山城　正治

オムニス林産協同組合 茅沼建設工業株式会社 高谷　俊和 廣谷　武哉 山高建設工業株式会社

尾山　篤治 川口　進 滝本産業株式会社 廣野　秀夫 山野　稔

降旗　阿熹 河原　義明 田口　角男 福島町森づくり協議会 山本　哲也

ガールスカウト札幌地区協議会 川原田　英勝 田口　裕三 藤井測量設計株式会社 山本木材株式会社

角館　盛雄 菊地　健治 武石　哲男 藤川　雄司 有限会社  石田農園

影山　勇治 菊地　貴幸 竹内　恒夫 藤倉　照 有限会社  瀬口農産

梶田　幸弘 菊地建設株式会社 武田　実 藤本　茂 有限会社  高原重機

梶本　孝博 岸本産業株式会社 竹野　鐵男 双葉建設産業株式会社 有限会社  フィーマ

賀集産業株式会社 北川　建雄 忠津木材株式会社 芙蓉建設株式会社 有限会社　川岸組

勝又　章次 北空知木材工業株式会社 館野　康英 芙蓉建設株式会社谷村支社 有限会社　西村木材

金澤　和夫 北日本精機株式会社 田中　満 別海町森林組合 ようてい森林組合

金谷　誠 北野建設株式会社 谷口木材株式会社 𣘸建設株式会社 横関建設工業株式会社

金子　秀雄 北見広域森林組合 玉田産業株式会社 萌洲建設株式会社 横山　房市

金村　隆司 北見第一木材株式会社 千歳市森林組合 北建工業株式会社 留辺蘂林産協同組合

株式会社  Ｍz原田 北見チップ株式会社 千葉　陸郎 北成建設株式会社 留萌地方林業協同組合

株式会社  磯田組 北見地方木材協同組合連合会 塚田　茂樹 北辰公業株式会社 若松　輝昭

株式会社  岩間木材店 北見木材株式会社 土川　美勝 北部檜山森林組合 和工建設株式会社

株式会社  海老原建設 北林会 椿谷　信雄 細谷建設株式会社 和田　孝一

株式会社  亀谷組 木戸　一男 津別建設株式会社 北海航測株式会社 和田　良一

株式会社  川端組 木戸口　和裕 津別地区林業協同組合 北海道漁業協同組合連合会 和田建設工業株式会社

株式会社  菊地組 木下木材工業株式会社 鶴居村森林組合 北海道国有林砕石協会

株式会社  共立測量設計 京谷建設工業株式会社 弟子屈町森林組合 北海道指導林家連絡協議会


