
区分 会 員 名 代表者氏名 郵便番号 所管課 電話番号

下田市 松木正一郎 415-8501 下田市東本郷一丁目5-18 産業振興課 0558-22-3914

東伊豆町 太田 長八 413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取3354 農林水産課 0557-95-6305

河津町 岸　 重宏 413-0595 賀茂郡河津町田中212-2 産業振興課 0558-34-1946

南伊豆町 岡部 克仁 415-0392 賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1 地域整備課 0558-62-6277

松崎町 長嶋 精一 410-3696 賀茂郡松崎町宮内301-1 産業建設課 0558-42-3965

西伊豆町 星野 淨晋 410-3501 賀茂郡西伊豆町宇久須270-1 産業建設課 0558-55-0212

沼津市 賴重 秀一 410-8601 沼津市御幸町16-1 農林農地課 055-934-4751

熱海市 齊藤 　栄 413-8550 熱海市中央町1-1 観光経済課 0557-86-6215

三島市 豊岡 武士 411-8666 三島市北田町4-47 農政課 055-983-2654

伊東市 小野 達也 414-8555 伊東市大原二丁目1-1 産業課 0557-32-1733

御殿場市 若林 洋平 412-8601 御殿場市萩原483 農林整備課 0550-82-4629

裾野市 髙村 謙二 410-1192 裾野市佐野1059 農林振興課 055-995-1823

伊豆市 菊地   豊 410-2413 伊豆市小立野 24-1 農林水産課 0558-72-9893

伊豆の国市 小野登志子 410-2396 伊豆の国市田京299-6 大仁庁舎 農業商工課 0558-76-8003

函南町 仁科喜世志 419-0192 田方郡函南町平井717-13 産業振興課 055-979-8113

清水町 関 　義弘 411-8650 駿東郡清水町堂庭210-1 産業観光課 055-981-8239

長泉町 池田　 修 411-8668 駿東郡長泉町中土狩828 産業振興課 055-989-5516

小山町 池谷 晴一 410-1395 駿東郡小山町藤曲57-2 農林課 0550-76-6112

富士宮市 須藤 秀忠 418-8601 富士宮市弓沢町150 農業政策課 0544-22-1153

富士市 小長井義正 417-8601 林政課 0545-55-2783

静岡市 田辺 信宏 421-1212 静岡市葵区千代538-11 中山間地振興課 054-294-8807

島田市 染谷 絹代 427-8501 島田市中央町1-1 農林整備課 0547-36-7165

焼津市 中野 弘道 425-8502 焼津市本町二丁目16-32 農政課 054-626-2158

藤枝市 北村 正平 426-8722 藤枝市岡出山二丁目15-25 農林課 054-643-3350

牧之原市 杉本基久雄 421-0592 農林水産課 0548-53-2618

吉田町 田村 典彦 421-0395 榛原郡吉田町住吉87 産業課 0548-33-2121

川根本町 鈴木 敏夫 428-0313 榛原郡川根本町上長尾627 農林課 0547-56-2226

磐田市 渡部　 修 438-8650 磐田市国府台3-1 農林水産課 0538-37-4813

掛川市 松井 三郎 436-8650 農林課 0537-21-1146

袋井市 原田 英之 437-8666 袋井市新屋一丁目1-1 農政課 0538-44-3133

御前崎市 栁澤 重夫 437-1692 御前崎市池新田5585 農林水産課 0537-85-1125

菊川市 太田 順一 439-8650 菊川市堀之内61 農林課 0537-35-0938

森 町 太田 康雄 437-0293 周智郡森町森2101-1 産業課 0538-85-6317

浜松市 鈴木 康友 430-8652 浜松市中区元城町103-2 林業振興課 053-457-2159

湖西市 影山 剛士 431-0492 湖西市吉美3268 産業振興課 053-576-1216
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伊豆森林組合 土屋 勝利 415-0011 下田市河内399 0558-23-6116

田方森林組合 岡田 悦郎 410-2505 伊豆市八幡761-1 0558-83-0148

戸田森林組合 長倉 建治 410-3402 沼津市戸田3951 0558-94-2123

愛鷹山森林組合 杉山 僖沃 410-0022 沼津市大岡3634-1 055-921-0856

裾野市森林組合 小林 嘉明 410-1118 裾野市佐野822-1 055-993-5757

御殿場市森林組合 田代 武満 412-8601 御殿場市萩原483 0550-83-1542

富士市森林組合 渡井 正孝 417-0801 富士市大淵6979-5 0545-35-5339

富士森林組合 古川日出男 418-0114 富士宮市下条1073-1 0544-59-2648

清水森林組合 中山   勉 424-0403 静岡市清水区和田島689-1 054-395-2013

静岡市森林組合 見城 久雄 421-1212 静岡市葵区千代538-11 054-278-3141

井川森林組合 森竹 史郎 428-0504 静岡市葵区井川544-7 054-260-2204

森林組合おおいがわ 杉山 嘉英 427-0233 島田市身成162 0547-30-2111

掛川市森林組合 榛村 航一 436-0335 掛川市大和田320-1 0537-25-2111

森町森林組合 甚沢万之助 437-0208 周智郡森町三倉826-2 0538-86-0211

春野森林組合 岡本 　均 437-0604 浜松市天竜区春野町宮川1481 053-989-0185

水窪町森林組合 熊谷 啓司 431-4102 浜松市天竜区水窪町地頭方248-1 053-987-0035

佐久間森林組合 大石 幸弘 431-3905 浜松市天竜区佐久間町半場10-1 053-965-1121

龍山森林組合 宮澤 辰海 431-3803 浜松市天竜区龍山町戸倉233-3 053-969-0331

天竜森林組合 和田 重明 431-3306 浜松市天竜区船明1951-1 053-926-2800

引佐町森林組合 長山 久幸 431-2212 浜松市北区引佐町井伊谷2340-1 053-542-0404
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静岡県
森林組合連合会

中谷多加二 420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054-253-0195

公益社団法人
静岡県林業会議所

大富部喜彦 420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054-252-4857

静岡県
木材協同組合連合会

滝浪 龍司 420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054-252-3168

静岡県山林種苗
協同組合連合会

大杉 好基 420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054-254-8916

静岡県
椎茸産業振興協議会

菊地   豊 410-2400 伊豆市修善寺4279-5 県きのこ総合センター内 0558-72-1135

公益財団法人
静岡県グリーンバンク

中山 正邦 420-0853 静岡市葵区追手町44-1 産業経済会館7F 054-273-6987
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