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整理
番号

認定
番号

区

分
林業事業体名 代表者名 住　　　所 流　域　名 備　　考 計画期間終期

1 1-8 A 　大田市森林組合
代表理事組合長
皆　田　修　司

大田市大田町大田ロ1047番地3 江の川下流 H11/3/31初回認定 平成31年3月31日

2 1-9 C 　千代延林業有限会社
代表取締役
千代延　敏　之

江津市桜江町大貫13番地 江の川下流 H11/7/21初回認定 平成31年3月31日

4 1-12 C 　播磨屋林業株式会社
代表取締役
尾　前　　　豊

江津市桜江町市山518番地5 江の川下流 H12/10/1初回認定 平成32年3月31日

5 1-14 C 　株式会社田部
代表取締役
田　部　長右衛門

雲南市吉田町吉田2407番地 斐　伊　川 H13/10/10初回認定 平成33年9月30日

6 1-18 C 　有限会社石州造林
代表取締役
篠　原　孝　則

鹿足郡津和野町邑輝794-20 高　津　川 H15/3/31初回認定 平成35年3月31日

7 1-19 C 　大和森林株式会社
代表取締役社長
松　原　正　記

松江市東朝日町87番地6 斐　伊　川 Ｈ10/3/６初回認定 平成35年3月31日

8 1-20 A 　邑智郡森林組合
代表理事組合長
大　石　良　典

邑智郡川本町大字因原66番地 江の川下流 H10/3/31初回認定 平成35年3月31日

9 1-21 C 　株式会社出雲木材市場
代表取締役
三　吉　庸　善

出雲市上塩冶町890-1 斐　伊　川 H15/12/10初回認定 平成35年3月31日

10 1-22 C 　株式会社もちだ園芸
代表取締役
持　田　正　樹

出雲市渡橋町３９８ 斐　伊　川 H17/6/1初回認定 平成32年5月31日

11 4-2 A 　高津川森林組合
代表理事組合長
藤 井  貴久男

益田市横田町454番地1 高　津　川
H10/9/1初回認定
Ｈ11/3/31共同

平成31年3月31日

12 4-2 D 　伸共木材協同組合
代表理事
篠　原　　憲

益田市隅村町623番地2 高　津　川
H10/7/31初回認定
Ｈ11/3/31共同

平成31年3月31日

13 4-3 C 　株式会社美都森林
代表取締役
農　原　勝　弘

益田市美都町都茂1076番地 高　津　川 H11/3/31初回認定 平成31年3月31日

14 4-3 C 　有限会社三浦木材
代表取締役
三　浦　達　徳

益田市須子町48番地9号 高　津　川 H11/3/31初回認定 平成31年3月31日

15 4-5 A 　江津市森林組合
代表理事組合長
川　本　　　豊

江津市江津町580番地16 江の川下流
H10/3/31初回認定
Ｈ11/3/31共同

平成31年3月31日

16 4-5 A 　石央森林組合
代表理事組合長
小　川　泰　昭

浜田市金城町下来原1561番地7 江の川下流
H11/3/31初回共同
認定

平成31年3月31日

17 4-6 A 　出雲地区森林組合
代表理事組合長
高　砂　明　弘

出雲市塩冶町967番地1 斐　伊　川
H10/10/1初回認定
 合併助成法特例認定
Ｈ12/3/31共同

平成32年3月31日

18 1-29 C 　須佐ﾁｯﾌﾟ工業有限会社
代表取締役
藤　原　克　一

出雲市佐田町反辺1612番地6 斐　伊　川
H9/12/25初回認定
Ｈ12/3/31共同
H22/3/31単独

平成32年3月31日

19 1-40 C 　浜村木材有限会社
代表取締役
浜　村　雅　男

出雲市佐田町反辺1440番地20 斐　伊　川
Ｈ12/3/31共同初回
H27/3/11単独

平成32年3月31日

20 4-７ A 　隠岐島前森林組合
代表理事組合長
古　濱　正　之

隠岐郡海士町大字海士1491番地1 隠　　　岐
H10/3/13初回認定
Ｈ14/3/29共同
H19/3/30共同

平成34年3月31日

21 4-７ A 　隠岐島後森林組合
代表理事組合長
大　江　一　美

隠岐郡隠岐の島町池田風呂前65番地1 隠　　　岐
H10/10/8初回認定
Ｈ14/3/29共同
H19/3/30共同

平成34年3月31日

22 4-７ C 　有限会社酒井材木店
代表取締役
酒　井　一　昌

隠岐郡隠岐の島町東郷神米41番地 隠　　　岐
H14/4/1初回認定
H19/3/30共同
H24/3/30共同

平成34年3月31日

23 4-７ C 　有限会社池田材木店
代表取締役
池　田　明　生

隠岐郡隠岐の島町東郷宮田76番地3 隠　　　岐
H14/4/1初回認定
H19/3/30共同
H24/3/30共同

平成34年3月31日

24 4-７ C 　株式会社ふせの里
代表取締役
西　田　公　正

隠岐郡隠岐の島町布施218番地7 隠　　　岐
H14/4/1初回認定
H19/3/30共同
H24/3/30共同

平成34年3月31日

25 1-34 A 　松江森林組合
代表理事組合長
林   　干  城

松江市乃白町219番地 斐　伊　川
H11/3/31初回認定
Ｈ14/4/1変更
H19/3/30共同

平成34年3月31日

26 1-35 A 　しまね東部森林組合
代表理事組合長
山　尾　駿　一

安来市広瀬町広瀬1812番地 斐　伊　川
合併助成法特例認定
Ｈ14/4/1共同
H19/3/30共同

平成34年3月31日

27 1-36 A 　大原森林組合
代表理事組合長
小　林　憲　司

雲南市大東町下阿用401番地1 斐　伊　川
H14/4/1
合併助成法特例認定
H19/3/30共同

平成34年3月31日

28 1-23 A 　飯石森林組合
代表理事組合長
立　石　　幸

雲南市掛合町掛合2152番地11 斐　伊　川
H9/3/31初回認定
Ｈ10/3/25共同

平成35年3月31日

29 1-24 A 　仁多郡森林組合
代表理事組合長
絲  原  德　康

仁多郡奧出雲町三成444番地2 斐　伊　川 H10/3/25初回認定 平成35年3月31日

30 1-25 C 　山陰丸和林業株式会社
代表取締役
北　岡　幸　一

松江市西津田１丁目２番１４号 斐　伊　川 H20/3/31初回認定 平成35年3月31日

31 1-26 C 　合同会社金本商事
代表社員
金　本　清　雨

浜田市金城町追原２１５ 江の川下流 H21/3/31初回認定 平成31年3月31日

32 1-27 C 　浦田木材株式会社
代表取締役
浦　田　明　彦

浜田市黒川町１５７２－１ 江の川下流 H21/3/31初回認定 平成31年3月31日

33 1-28 C 株式会社大久保林業
代表取締役
大　久　保　　剛

益田市匹見町匹見イ１１４１ 高　津　川
H22/1/1初回認定
Ｈ26/12/19変更

平成31年12月31日

35 1-32 C   日新林業株式会社
代表取締役
又　賀　航　一

松江市殿町383番地 斐　伊　川 H22/4/30初回認定 平成32年4月30日

36 1-33 C 　有限会社ダイチ工業
代表取締役
嘉　藤　祐　次

出雲市斐川町上直江349番地1 斐　伊　川 H22/11/1初回認定 平成32年10月31日

37 1-34 C 　有限会社ジーエムケイ
代表取締役
農　原　数　馬

益田市美都町都茂1250番地4 高　津　川 H24/10/31初回認定 平成34年10月31日

38 1-35 C 　渡部木材
代表
渡　部　一　利

雲南市吉田町吉田2847 斐　伊　川 H25/3/29初回認定 平成35年3月31日

39 1-36 C 　大和林業株式会社
代表取締役社長
松　原　正　記

松江市東朝日町87番地6 斐　伊　川 H25/3/29初回認定 平成35年3月31日

40 1-37 C 山興緑化有限会社
代表取締役
河　村　健　司

邑智郡美郷町小松地３２０番地 江の川下流 H25/11/18初回認定 平成30年9月30日

41 1-38 C 株式会社山守産業
代表取締役
藤　原　和　雅

雲南市大東町須賀２８５－２ 斐　伊　川 H26/9/29初回認定 平成31年9月30日

42 1-39 C 津和野林産株式会社
代表取締役
村　上　和　寛

鹿足郡津和野町部栄93番地2 高　津　川 H26/12/24初回認定 平成31年12月31日

43 1-40 C 佐山の里企業組合
代表理事
田　中　智　英

隠岐郡隠岐の島町都万4177番地 隠　　　岐 H28/4/1初回認定 平成33年3月31日

44 1-41 C
グリーンフォレスト合同会
社

代表社員
河　野　郁　夫

鹿足郡吉賀町七日市９０７－１ 高　津　川 H28/8/1初回認定 平成33年7月30日

45 1-42 C YMライン株式会社
代表取締役
山　根　善　成

安来市広瀬町下山佐２８４６番地６ 斐　伊　川 H29/3/30初回認定 平成34年3月31日

46 1-43 C 株式会社赤松産業
代表取締役
赤　松　敬　四　郎

鳥取県西伯郡大山町高橋1406番地
（松江支店：松江市東忌部町899番地
１）

斐　伊　川 H29/3/30初回認定 平成34年3月31日

47 1-44 C 有限会社宇川木材工芸店
代表取締役
宇　川　雅　実

浜田市金城町小国イ９１－１ 江の川下流 H30/3/26初回認定 平成35年3月31日

48 1-45 C まるい林産株式会社
代表取締役
池　田　滝　雄

出雲市船津町３６３ 斐　伊　川 H30/3/26初回認定 平成35年3月31日

＊ 　＊ 区　分 ＊ 流　域
１： 江の川下流 10 森林組合 13
２： 斐　伊　川 21 民間事業体 33
３： 隠　 　　岐 6

高　津　川 9
４： 計 46
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　　'３０年　３月２６日

複数事業主とセン
ターの共同

　Ｅ：その他

認定番号
単独事業主 　Ａ：森林組合・森林組合連合会
複数事業主の共同 　Ｂ：森林所有者の組織する団体
単独事業主とセン
ターの共同

　Ｃ：造林・素材生産業者
　Ｄ：造林・素材生産業者の団体


