
研修実施日：平成19年6月6,7日

研修実施団体：社団法人全国木材組合連合会

団体役職名 氏　　名

日本合板商業組合
日本合板商業組合
ＯＯ支部

総務部長 植木　　賢一 101

日本合板工業組合連合会 JPMA 専務理事 川喜多　進 102

常務理事 藤原　　敬 103

調査役 上杉　　高 104

総務課長 加藤　正彦 105

全国銘木連合会 全銘連(地域名) 常務理事 酒井　彰 106

専務理事 岩森　　毅 120

総務課長 大野　征子 108

日本木材輸入協会 輸入協 専務理事 大橋　泰啓 107

販売課長 富山　洋 109

林政課長 桑山　公一 111

日本集成材工業協同組合 日集協 専務理事 黒木　亮 113

(社)全日本木材市場連盟 全市連 事務局長 末永　　豊 114

全国素材生産業協同組合連合会 全素協 事務局長 池田　充 115

（社）日本林業経営者協会 林経協団体認定 事務局長 飯田　松男 116

(社)全国木材市売買方組合連盟 全買連 事務局長 鈴木　　 十郎 117

全国木造住宅機械プレカット協会 プレ協 常務理事 高橋　　秀通 118

日本ツーバイフォーランバーJAS協議会 ２×４合法 事務局長 森田　正臣 119

北海道木材産業協同組合連合会 道木連 専務理事 本橋　　正人 201

青森県木材協同組合 青森県木協 専務理事 最上　猛　 202

岩手県木材産業協同組合 岩木産協 専務理事 照井　昇 203

宮城県木材協同組合 宮城県木協 専務理事 佐藤　浩一 204

秋田県木材産業協同組合連合会 秋田県木連合法 専務理事 児玉　実 205

山形県木材産業協同組合 山形県木産協 専務理事 杉原　悟 206

福島県木材協同組合連合会 福島県木連 専務理事 佐藤　俊正 207

茨城県木材協同組合連合会 合法茨城県木連 専務理事 根本　　学 208

栃木県木材業協同組合連合会 栃木県木協連 事務局長 大貫　宏道 209

(社）群馬県木材組合連合会 群馬県木連 専務理事 山口　　忠義 210

(社）埼玉県木材協会 埼玉県木協合法 事務次長 白井　久 212

ちばの木認証センター

事務局：有限責任中間法人千葉県木材振興協会 専務理事 眞下　孝之 213

神奈川県木材業協同組合連合会 神奈川県木連 事務局長 沖原　　和哉 214

山梨県産材認証センター　　　　　　　　　　山梨県産材認証ｾﾝﾀｰ

事務局：山梨県木材協同組合連合会 専務理事 川上　　寛 215

合法木材供給事業者認定団体研修受講者名簿

認定団体名 認定団体識別記号
審査・運営責任者 受講証

番号

（社）全国木材組合連合会 全木連

全国森林組合連合会 全森合認

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会 全天連



新潟県木材組合連合会 新潟県木連 専務理事 土居　邦英 216

富山県木材組合連合会 富山県木連 副会長・専務理事 高野　了一 217

石川県木材組合連合会 合法石木連 専務理事 前田　義夫 218

福井県木材協同組合連合会 福井合 事務局長 冨田毅矩男 254

長野県木材協同組合連合会 長野県木連 業務係長 松本　寿弘 219

岐阜県木材協同組合連合会 岐阜県木連 事務局長 草野　義正 220

静岡県木材協同組合連合会 静岡県木連 参与兼企画課長 又平　義和 221

（社）愛知県木材組合連合会 愛知県木連 総務課長 水谷　憲二 222

三重県木材組合連合会 三重県木連 専務理事 伊藤　駿司 223

滋賀県木材協会 滋木協 専務理事 伊夫貴　克比古 224

（社)京都府木材組合連合会 18京木連 専務理事 林　昌也 225

（社)大阪府木材連合会 大阪府木連 総務係長 橋本　真一 226

兵庫県木材業協同組合連合会 兵庫県木連 事務局 丸尾　巍 227

奈良県木材協同組合連合会 奈木連 専務理事 辻　　善昭 228

（社)島根県木材協会 18島木協 専務理事 小野　　征男 230

（社）岡山県木材組合連合会 岡木連認 専務理事 秋月　　隆穂 231

（社）広島県木材組合連合会 広島県木連 常務理事 原田　功 232

（社）山口県木材協会 山口木協合法 専務理事 森田　　勝久 233

徳島県木材認証機構 徳木機構

事務局：徳島県木材協同組合連合会 主任 浜本　　高弘 234

（社）香川県木材協会 香川県木協 専務理事 加見　　雅信 235

（社）愛媛県木材協会 愛媛県木連 常務理事 善家　　文雄 236

（社）高知県木材協会 高知県木材協会 専務理事 武市　　瑞穂 237

（社）福岡県木材組合連合会 福岡県木連 専務理事 小柳　　博介 238

佐賀県木材協会 佐木連合認 事務局長 奈良崎　英樹 239

（社）長崎県木材組合連合会 長崎県18合認 専務理事 大宅　　靖昭 240

（社）熊本県木材協会連合会 熊木連認定 副会長 柳井　　純雄 241

大分県木材協同組合連合会 熊木連認定 参与兼企画課長 二宮　　秀隆　　 242

宮崎県木材協同組合連合会 宮木連 総務課長 清　　　次男 244

（社）鹿児島県林材協会連合会 鹿林材連 指導係長 磯脇　　芳生 245

（社）沖縄県木材協会 沖木協 専務理事 嘉数　　尚廣 246

阪神米材協会 阪米協 事務局員 岩井　　幸子 247

大阪南洋材協会 阪南協 事務局長 脇本　　寛 248

総合木材協同組合 総木 事務局長 千葉　　秀夫 250

平林会 平林会 事務局員 児玉　　鈴鹿 251

平林会木材協同組合 平林会木協 事務局員 児玉　　鈴鹿 251

和歌山県木材協同組合連合会 和歌山県木連 専務理事 高井　一治 252

北海道森林組合連合会 道森連 業務部長 米地　　弘和 301

青森県森林組合連合会 青森連認 木材部課長 佐藤　　稔 302

岩手県森林組合連合会 岩森合認 業務部長 兼平　　武 303



宮城県森林組合連合会 宮森合認 業務部部長 伊藤　　幸男 304

秋田県森林組合連合会 秋森合認 木材課課長 榎　　　秀樹 305

山形県森林組合連合会 山森連認 販売課課長補佐 荒木　　政俊 306

福島県森林組合連合会 福森合認 参事兼業務部長 鈴木　　春雄 307

茨城県森林組合連合会 茨森号認 総務企画部長 櫛田　　行宏 308

栃木県森林組合連合会 栃木県森連 事業総括 箱田　　光雄 309

群馬県森林組合連合会 群森合認 総務部長 奈良　　仁 310

埼玉県森林組合連合会 埼玉県森合認 参事 小林　　行雄 311

神奈川森林組合連合会 神森合認 代表理事専務 蓮場　　良之 312

新潟県森林組合連合会 新森合認 木材流通部長 小田　　稔 315

富山県森林組合連合会 富森合認 木材販売課長 水上　　晃 316

石川県森林組合連合会 石森合認 県産材推進課課長 亀井　　順一郎 317

福井県森林組合連合会 福森連20 指導課長 西口　　賢利 318

長野県森林組合連合会 長野森合認 指導利用課長 馬島　　芳和 320

静岡県森林組合連合会 静森合認 業務部長 小田　　岩保　　 322

愛知県森林組合連合会 愛森合認 業務課長 安藤　　幸志 323

三重県森林組合連合会 三森合認 理事参事 角屋　　昭宏 324

滋賀県森林組合連合会 滋森合認 業務課副課長 岡　　　徳孝 325

兵庫県森林組合連合会 兵森発 参事 十倉　　茂樹 327

奈良県森林組合連合会 奈森合認 木材利用課課長 園田　　良一 328

和歌山県森林組合連合会 和森合認 代表理事専務 毛呂　　眞 329

鳥取県森林組合連合会 鳥森合認 菅理指導部部長 安藤　　憲男 330

広島県森林組合連合会 広森合認 参事 一本木　孝史 332

山口県森林組合連合会 山森合認 総括部長 垣村　　幸美 333

香川県森林組合連合会 香森合認 専務 神田　　定幸 335

愛媛県森林組合連合会 愛森連合認 販売部部長 松下　　義雄 336

高知県森林組合連合会 高森合認 木材課課長 相良　　康麿 337

福岡県森林組合連合会 福岡森連合認 事業部長 田中　　邦夫 338

佐賀県森林組合連合会 佐森連合認 参事 北村　　伸介 339

長崎県森林組合連合会 長崎県森合認 業務部長 松山　　俊隆 340

熊本県森林組合連合会 熊森連認定 事業部長 志賀　　誠也 341

大分県森林組合連合会 大森連合認 事業部長 後藤　　邦明 343

宮崎県森林組合連合会 宮森合認 参事 駒田　　勤 344

鹿児島県森林組合連合会 鹿森合認 流通課長 湯之上　修 345

札幌地方素材生産事業協同組合 札素連 専務理事 齋藤　勝吉 401

帯広地方素材生産事業協同組合 帯素生 専務理事 佐藤　賢市 402

青森県森林整備事業協同組合 青森整 専務理事 小山内　八郎 403

岩手県素材流通協同組合 素流協 営業企画部長 小野寺　義晃 404

宮城県森林整備事業協同組合 宮素協022 専務理事 佐藤　高 405

高知県素材生産業協同組合連合会 高素連 専務理事 井上　義泰 406



岩手県国有林造林生産請負事業協議会 岩手請負協 常務理事 久保　富男 407

宮城県木材チップ工業会 宮城県木材チップ工業事務局 植村　光實 408

（社）日本オフィス家具協会  ○○-G 専務理事 酒巻　高一 501

（注）上記掲載者は、①認定団体職員、②研修受講者（平成19年6月6, 7日）、③審査・文書管理責任者
　　　の条件を満たした者としております。




