
（H30.6.1現在）

市町村 役職 氏名 郵便番号 　所在地

岐阜市 市長 柴橋　正直 ５００－８７０１ 岐阜市今沢町１８

羽島市 市長 松井　　聡 ５０１－６２９２ 羽島市竹鼻町５５

各務原市 市長 浅野　健司 ５０４－８５５５ 各務原市那加桜町１－６９

山県市 市長 林　　宏優 ５０１－２１９２ 山県市高木１０００－１

瑞穂市 市長 棚橋　敏明 ５０１－０２９３ 瑞穂市別府１２８８

本巣市 市長 藤原　　勉 ５０１－１２９２ 本巣市文殊３２４

岐南町 町長 松原　秀安 ５０１－６１９７ 羽島郡岐南町八剣７－１０７

笠松町 町長 広江　正明 ５０１－６１８１ 羽島郡笠松町司町１

北方町 町長 戸部　哲哉 ５０１－０４９２ 本巣郡北方町北方１３２３－５

大垣市 市長 小川　　敏 ５０３－８６０１ 大垣市丸の内２－２９

海津市 市長 松永　清彦 ５０３－０６９５ 海津市海津町高須５１５

関ケ原町 町長 西脇　康世 ５０３－１５９２ 不破郡関ケ原町関ケ原８９４－５８

垂井町 町長 中川　満也 ５０３－２１９３ 不破郡垂井町１５３２－１

神戸町 町長 谷村　成基 ５０３－２３９２ 安八郡神戸町大字神戸１１１１

輪之内町 町長 木野　隆之 ５０３－０２９２ 安八郡輪之内町四郷２５３０－１

安八町 町長 堀　　　正 ５０３－０１９８ 安八郡安八町氷取１６１

養老町 町長 大橋　　孝 ５０３－１３９２ 養老郡養老町高田７９８

揖斐川町 町長 富田　和弘 ５０１－０６９２ 揖斐郡揖斐川町三輪１３３

大野町 町長 宇佐美　晃三５０１－０５９２ 揖斐郡大野町大字大野８０

池田町 町長 岡﨑　和夫 ５０３－２４９２ 揖斐郡池田町六ノ井１４６８－１

美濃市 市長 武藤　鉄弘 ５０１－３７９２ 美濃市１３５０

関市 市長 尾関　健治 ５０１－３８９４ 関市若草通３－１

郡上市 市長 日置　敏明 ５０１－４２９７ 郡上市八幡町島谷２２８

美濃加茂市 市長 伊藤　誠一 ５０５－８６０６ 美濃加茂市太田町３４３１－１

可児市 市長 冨田　成輝 ５０９－０２９２ 可児市広見１－１

坂祝町　 町長 南山　宗之 ５０５－８５０１ 加茂郡坂祝町取組４６－１８

富加町 町長 板津　徳次 ５０１－３３９２ 加茂郡富加町滝田１５１１

川辺町 町長 佐藤　光宏 ５０９－０３９３ 加茂郡川辺町中川辺１５１８－４

七宗町 町長 井戸　敬二 ５０９－０４９２ 加茂郡七宗町上麻生２４４２－３

八百津町 町長 金子　政則 ５０５－０３９２ 加茂郡八百津町八百津３９０３－２

白川町 町長 横家　敏昭 ５０９－１１９２ 加茂郡白川町河岐７１５

東白川村 村長 今井　俊郎 ５０９－１３９２ 加茂郡東白川村神土５４８

御嵩町 町長 渡邊　公夫 ５０５－０１９２ 可児郡御嵩町御嵩１２３９－１

（公社）岐阜県山林協会会員名簿
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多治見市 市長 古川　雅典 ５０７－８７０３ 多治見市日ノ出町２－１５

瑞浪市 市長 水野　光二 ５０９－６１９５ 瑞浪市上平町１－１

土岐市 市長 加藤　靖也 ５０９－５１９２ 土岐市土岐津町土岐口２１０１

中津川市 市長 青山　節児 ５０８－８５０１ 中津川市かやの木町２－１

恵那市 市長 小坂　喬峰 ５０９－７２９２ 恵那市長島町正家１－１－１

下呂市 市長 服部　秀洋 ５０９－２２９５ 下呂市森９６０

高山市 市長 國島　芳明 ５０６－８５５５ 高山市花岡町２－１８

飛騨市 市長 都竹　淳也 ５０９－４２９２ 飛騨市古川町本町２－２２

白川村 村長 成原　　茂 ５０１－５６９２ 大野郡白川村鳩谷５１７

岐阜中央森林組合 森林組合長 矢口　貢男 ５０１－２３２１ 山県市谷合１３５８－１

もとす郡森林組合 森林組合長 所　　和徳 ５０１－１５２２ 本巣郡根尾村樽見新行堂８５－１

西南濃森林組合 森林組合長 桐山　光保 ５０３－１６０２ 大垣市上石津町牧田２３３２－１

揖斐郡森林組合 森林組合長 山口　信義 ５０１－０６０３ 揖斐郡揖斐川町上南方１９７３－３７０

中濃森林組合 森林組合長 長屋　長久 ５０１－３７０１ 美濃市１５７１－３

郡上森林組合　 森林組合長 石田　五秀 ５０１－４２２３ 郡上市八幡町稲成５２５番地７

八百津町森林組合 森林組合長 大脇　春雄 ５０５－０３０１ 加茂郡八百津町八百津２６５８－８

可茂森林組合 森林組合長 可児　　登 ５０９－０５１１ 加茂郡七宗町神渕９７５６－１

白川町森林組合 森林組合長 今井　良博 ５０９－１１１３ 加茂郡白川町三川１３８５－１

東白川村森林組合 森林組合長 村雲　義英 ５０９－１３０１ 加茂郡東白川村越原４６－１

陶都森林組合 森林組合長 藤田　信彦 ５０９－６１２４ 瑞浪市一色町４－８７

恵那市森林組合 森林組合長 西尾　直躬 ５０９－７２０３ 恵那市長島町正家１－１0－4

中津川市森林組合 森林組合長 川邉　　武 ５０８－００４５ 中津川市かやの木町２－３

加子母森林組合 森林組合長 内木　篤志 ５０８－０４２１ 中津川市加子母４８７２－５

付知町森林組合 森林組合長 熊谷　和男 ５０８－０３５１ 中津川市付知町５７５６

恵南森林組合 森林組合長 勝　　滋幸 ５０９－７５０６ 恵那市上矢作町１８２４－２

小坂町森林組合 森林組合長 住　　正文 ５０９－３１１５ 下呂市小坂町長瀬１３７

南ひだ森林組合 森林組合長 細江　広仲 ５０９－２３１１ 下呂市乗政２５－１

飛騨高山森林組合 森林組合長 唐谷　清司 ５０６－０１０２ 高山市清見町三日町１８７－１

飛騨市森林組合 森林組合長 洞口　　博 ５０９－４２６３ 飛騨市古川町上野５７１－１ JA広域農業管理センター


