
様式第14号

名簿更新年月日 令和4年2月28日

役職名 氏名
原木
生産

造林
保育

両方 連携事業者

201901 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 ○ 連携 邑智郡森林組合 美郷町

○ 連携 大田市森林組合 大田市

201902 株式会社ふせの里 代表取締役 大上一郎 隠岐郡隠岐の島町布施218番地7 ○ 隠岐の島町
令和元年８月１５日から
令和６年７月　１日まで

201903 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 連携 ○ ○
山興緑化有限会社・須佐チップ工
業有限会社

大田市
令和元年８月１５日から
令和６年４月　５日まで

201904 邑智郡森林組合 代表理事組合長 大石良典 邑智郡川本町因原66番地 連携 ○ ○

須佐チップ工業有限会社・山興緑
化有限会社・丸三木材・次石木
材・美郷フォレスト・合同会社昊
昌林協・有限会社増田住建・オカ
ヤス産業

川本町・美郷町・邑南町・江津市
令和元年８月１５日から
令和６年７月　１日まで

201905 伸共木材協同組合 代表理事 篠原　憲 益田市隅村町623番2 ○ 連携 高津川森林組合・石央森林組合
益田市・津和野町・吉賀町
・浜田市（弥栄町・三隅町）

令和元年８月２２日から
令和６年７月　１日まで

201906 伸和産業株式会社 代表取締役 篠原　憲 益田市隅村町623番2 ○ 連携 高津川森林組合・石央森林組合
益田市・津和野町・吉賀町
・浜田市（弥栄町・三隅町）

令和元年８月２２日から
令和６年７月　１日まで

201907 有限会社石州造林 代表取締役社長 篠原孝則 鹿足郡津和野町邑輝794番地20 ○ 連携 高津川森林組合 益田市・津和野町・吉賀町
令和元年８月２２日から
令和６年７月　１日まで

201908 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2

○ 連携 大和森林株式会社 松江市・安来市・雲南市・奥出雲町
令和元年８月２２日から
令和７年２月２７日まで

201909 仁多郡森林組合 代表理事組合長 絲原德康 仁多郡奥出雲町三成444番2 連携 ○ ○ 須佐チップ工業有限会社 奥出雲町
令和元年８月２２日から
令和６年７月　１日まで

201910 有限会社増田住建 代表取締役 増田　新 邑智郡邑南町山田72番地3 ○ 連携 邑智郡森林組合 川本町・美郷町・邑南町・江津市
令和元年９月５日から
令和６年７月１日まで

201911 隠岐島前森林組合 代表理事組合長 澤田恭一 隠岐郡海士町1491番地1 ○ 海士町・西ノ島町・知夫村
令和元年９月　５日から
令和６年７月３１日まで

201912 隠岐島後森林組合 代表理事組合長 八幡邦彦 隠岐郡隠岐の島町池田風呂前65番地1 ○ 隠岐の島町
令和元年９月５日から
令和６年７月１日まで

201913 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18 連携 ○ ○
播磨屋林業株式会社・浦田木材株
式会社・合同会社ユニティ

江津市
令和元年９月５日から
令和６年７月１日まで

201914 石央森林組合 代表理事組合長 西田清久 浜田市金城町下来原1561番地7 連携 ○ ○

浦田木材株式会社・有限会社宇川
木材工芸店・播磨屋林業株式会
社・清水木材有限会社・東谷林
業・合同会社ユニティ・伸共木材
協同組合・伸和産業株式会社

浜田市
令和元年９月５日から
令和６年７月１日まで

201915 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 連携 ○ ○
株式会社出雲木材市場・須佐チッ
プ工業有限会社・まるい林産株式
会社

出雲市
令和元年９月５日から
令和６年７月１日まで

201916 高津川森林組合 代表理事組合長 村上恵佑 益田市横田町454番地1 連携 ○ ○

株式会社大久保林業・グリーン
フォレスト合同会社・伸和産業株
式会社・有限会社ジーエムケイ・
有限会社石州造林・津和野林産株
式会社・株式会社益田原木市場・
有限会社三浦木材・安野産業株式
会社・渡邊商店

益田市・津和野町・吉賀町
令和元年９月２５日から
令和６年７月　１日まで

201917 株式会社美都森林 代表取締役 土佐則幸 益田市美都町都茂1076番地 ○ 浜田市・益田市・津和野町・吉賀町
令和元年９月２５日から
令和６年７月　１日まで

201918 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番地 ○ 連携 出雲地区森林組合 出雲市
令和元年９月２５日から
令和６年７月　１日まで

201919 大和森林株式会社 代表取締役社長 井上政吾 松江市東朝日町87番地6 連携 ○
株式会社赤松産業・山陰丸和林業
株式会社

松江市・安来市・雲南市・奥出雲町

連携 ○ 須佐チップ工業有限会社 出雲市

201920 合同会社ユニティ 代表社員 吉田俊則 浜田市金城町下来原1067番地5 ○ 連携 石央森林組合 浜田市

○ 連携 江津市森林組合 江津市

201921 浦田木材株式会社 代表取締役 浦田明彦 浜田市黒川町1572番地1 ○ 連携 石央森林組合 浜田市

○ 連携 江津市森林組合 江津市

201922 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番地1 ○ 連携 石央森林組合 浜田市
令和元年９月２５日から
令和６年７月　１日まで

201923 清水木材有限会社 代表取締役 清水竜己 浜田市熱田町1252番地3 ○ 連携 石央森林組合 浜田市
令和元年９月２５日から
令和６年５月３０日まで

201924 大原森林組合 代表理事組合長 安達幸雄 雲南市大東町下阿用401番地1 連携 ○ ○
山陰丸和林業株式会社・須佐チッ
プ工業有限会社

雲南市
令和元年９月２５日から
令和６年７月　１日まで

201925 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 連携 ○ ○ 須佐チップ工業有限会社 雲南市・飯南町
令和元年９月２５日から
令和６年７月　１日まで

201926 松江森林組合 代表理事組合長 永江　一 松江市乃白町219番地 連携 ○
須佐チップ工業有限会社・松浦造
園株式会社

松江市
令和元年９月３０日から
令和６年７月　１日まで

201927 播磨屋林業株式会社 代表取締役 尾前　豊 江津市松川町下川戸180番地2 ○ 連携 江津市森林組合 江津市

○ 連携 石央森林組合 浜田市

○ 連携 大和森林株式会社 浜田市、江津市

201928 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 連携 連携 ○
飯石森林組合・須佐チップ工業有
限会社

松江市・雲南市・飯南町・出雲市
大田市・益田市

令和元年１０月７日から
令和６年　７月１日まで

201929 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 ○ 隠岐の島町
令和元年１０月７日から
令和６年　７月１日まで

201930 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 ○ 隠岐の島町
令和元年１０月７日から
令和６年　７月１日まで

意欲と能力のある林業経営者　登録者名簿

対象作業種
経営管理実施権の設定希望区域

（市町村名）
民間事業者の名称

代表者役職名・氏名

所在地 登録の有効期間
登録
番号

令和元年８月１５日から
令和６年４月２３日まで

令和元年　９月２５日から
令和６年１２月２７日まで

令和元年９月２５日から
令和４年３月２８日まで

令和元年９月２５日から
令和６年７月　１日まで

令和元年９月３０日から
令和６年５月３０日まで



名簿更新年月日 令和4年2月28日

役職名 氏名
原木
生産

造林
保育

両方 連携事業者

意欲と能力のある林業経営者　登録者名簿

対象作業種
経営管理実施権の設定希望区域

（市町村名）
民間事業者の名称

代表者役職名・氏名

所在地 登録の有効期間
登録
番号

201931 山陰丸和林業株式会社 代表取締役 北岡幸一 松江市西津田町一丁目2番14号 ○ 連携 大和森林株式会社 松江市・安来市・雲南市・奥出雲町

○ 連携 大原森林組合 雲南市

○ 連携 飯石郡森林組合 雲南市、飯南町

201932 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 ○ 隠岐の島町
令和元年１０月２１日から
令和６年　７月　１日まで

201933 株式会社エコテック産業 代表取締役 河瀨充明 出雲市野石谷町212番地 ○ 出雲市
令和元年１０月２１日から
令和４年　６月１６日まで

201934 しまね東部森林組合 代表理事組合長 伊藤耕治 安来市広瀬町広瀬1812番地 連携 ○
ＹＭライン株式会社
松浦造林株式会社

安来市
令和元年１０月２１日から
令和６年　７月　１日まで

201935 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 ○ 連携 高津川森林組合 津和野町
令和元年１２月１３日から
令和６年　７月　１日まで

201936 松浦造園株式会社 代表取締役 松浦隆介 松江市大庭町728番地6 ○ 連携 松江森林組合 松江市
令和元年１２月２７日から
令和４年１２月２５日まで

201937 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番地 ○ 連携 高津川森林組合 益田市・津和野町・吉賀町
令和２年３月１９日から
令和６年７月３１日まで

201938 須佐チップ工業有限会社 代表取締役 藤原祐樹 出雲市佐田町反辺1612番地6 ○ 連携

松江森林組合、大原森林組合、飯
石森林組合、仁多郡森林組合、出
雲地区森林組合、大田市森林組
合、邑智郡森林組合

松江市、雲南市、奥出雲町、飯南町、出
雲市、大田市、川本町、美郷町、邑南
町、江津市

令和２年３月２４日から
令和６年７月　１日まで

202001 株式会社たなべたたらの里 代表取締役 田部長右衛門 雲南市吉田町吉田2407 ○ 松江市、雲南市、飯南町、出雲市
令和２年１０月２２日から
令和６年　７月　１日まで

令和元年１０月　７日から
令和６年　５月３０日まで


