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認  定  事  業  体  一  覧 令和4年7月1日現在

※ 農林欄の名称は、農林（水産）振興事務所名

No. 林業事業体名 郵便番号 住　　        　所 電話番号農　林

1 神　戸 （株）西村 神戸市中央区北長狭通5‒2‒19 078-382-1780
2
3 阪　神 （株）森口

戸出木材
宝塚市星の荘27‒12
三田市母子621

0797-84-4600
079-566-0406

4 加古川 （株）萩原林業 明石市立石1‒3‒1 078-922-6886
5
6 加　東 （有）森安木材店

北はりま森林組合
多可郡多可町加美区西山314
多可郡多可町加美区豊部1922‒4

0795-36-1235
0795-35-1177

7
8
9
10

姫　路

（株）山田林業
愛林興業（株）
（株）知福木材
中はりま森林組合

姫路市北平野1-12-11
姫路市飾磨区恵美酒294‒3
姫路市安富町長野271‒2
神崎郡神河町寺前251

079-282-2329
079-234-8181
0790-66-3912
0790-34-0012

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

光　都

内海林業（株）
（有）カミカワ興産
（有）杉下木材
（株）山崎緑化土木
清瀬林業
白谷林業
（株）福原林業
しそう森林組合
小林林産
（株）八木木材（素材部）
（株）宮辻造林
（株）グリーン興産
古畑林業
フォレストリー（株）
（株）長田製材所
（株）田中林業
（株）松本工務店
（有）清水木材
（有）勝部重機
翔真林業（株）
（株）樹林業
はやし林業
たつの森林組合
はりま西森林組合
佐用郡森林組合
（株）上野組

宍粟市山崎町須賀沢1338‒1
宍粟市山崎町中242ｰ3
宍粟市山崎町塩田200‒1
宍粟市山崎町三谷210‒1
宍粟市山崎町塩田245
宍粟市山崎町上ﾉ1004‒1
宍粟市山崎町中井15‒3
宍粟市一宮町安積1011‒25
宍粟市一宮町生栖673
宍粟市一宮町須行名411
宍粟市一宮町須行名493
宍粟市一宮町東河内1003
宍粟市一宮町安黒619‒2
宍粟市一宮町上岸田221‒1
宍粟市一宮町河原田278
宍粟市波賀町斉木746
宍粟市波賀町上野190‒1
宍粟市波賀町安賀27-1
宍粟市波賀町有賀83‒5
宍粟市波賀町有賀83‒1
宍粟市波賀町安賀27‒1
宍粟市千種町河内1358
たつの市新宮町新宮1048‒8
赤穂郡上郡町大持278
佐用郡佐用町佐用2581‒1
佐用郡佐用町櫛田2073‒1

0790-62-1208
0790-64-0012
0790-62-9868
0790-67-9366
0790-62-3384
0790-65-0450
0790-62-2918
0790-72-1009
0790-74-1600
0790-72-2020
0790-65-9567
0790-72-1553
0790-72-0307
0790-71-0114
0790-74-1543
0790-75-2441
0790-75-2135
0790-75-3575
0790-75-8881
0790-75-3040
0790-75-3575
0790-71-0315
0791-75-0276
0791-52-0980
0790-82-0650
0790-88-0024

37
38
39
40

豊　岡

豊岡コウノトリ森林組合
（株）豊岡森林
（株）さいとう SAITOH CO.,LTD.
北但西部森林組合

豊岡市高屋894ｰ1
豊岡市山本204‒8
豊岡市寿町7‒24
美方郡香美町村岡区和田233‒1

0796-23-0147
0796-20-3691
0796‒34‒8117
0796-95-0511

41
42
43
44
45
46
47

朝　来

養父市森林組合
（株）Wood land
生野町森林組合
和田山町森林組合
峪口林業
朝来森林組合
日本土地山林（株）山林事業部

養父市広谷255
養父市上野1250-1
朝来市生野町口銀谷227‒2
朝来市和田山町和田山112‒6
朝来市和田山町高田427‒3
朝来市多々良木213‒11
朝来市新井777

079-664-0005
079-660-2478
079-679-2235
079-672-2123
079-670-0566
079-678-0111
079-677-0536

48
49
50
51
52
53
54
55

丹　波

（株）森のわ
丹波市森林組合
丹波ひかみ森林組合
（株）山本木材
（有）ウッズ Ws Ltd.,Co.
丹波篠山市森林組合
大前木材
特定非営利活動法人  バイオマス丹波篠山

丹波市柏原町田路115-1
丹波市青垣町佐治744‒1
丹波市氷上町上新庄1203‒1
丹波市氷上町油利104‒2
丹波市氷上町賀茂72‒1
丹波篠山市北新町41
丹波篠山市西古佐497‒3
丹波篠山市垣屋159‒2

0795-86-7814
0795-87-1300
0795-82-0203
0795-82-0184
0795-88-9635
079-552-5820
079-594-1029
079-593-1150

56 洲　本 谷口林業（株） 洲本市鮎屋626 0799-25-2566

650-0012
665-0866
669-1501
673-0032
679-1326
679-1201
670-0893
672-8057
671-2421
679-3116
671-2533
671-2531
671-2563
671-2524
671-2563
671-2501
671-2545
671-4131
671-4123
671-4133
671-4133
671-4141
671-4135
671-4105
671-4115
671-4232
671-4221
671-4241
671-4231
671-4231
671-4241
671-3232
679-4313
678-1233
679-5380
679-5651
668-0064
668-0807
668-0024
667-1367
667-0101
667-0131
679-3301
669-5201
669-5243
679-3423
679-3431
669-3312
669-3811
669-3613
669-3573
669-3631
669-2397
669-2221
669-2714
656-0111
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《林業事業体の自己紹介》

も く じ

認定事業体とは？ 

認定事業体とは、「林業労働力の確保の促進に関する法律」第５条の規定に基づき、
労働環境等の改善及び森林施業の機械化その他事業の合理化を一体的に図る措置に
ついての計画を作成し、知事の承認を受けた事業体のことをいいます。
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神戸市北区ソーラー発電所 危険木伐採搬出作業

株式会社 森口
所在地

事業体概要

（本社）　宝塚市星の荘27－12番地 連絡先 TEL  0797－84－4600
FAX  0797－84－9234
E-mail  
moriguti-engei-d＠sirius.ocn.ne.jp 
ホームページ  http://moriguchi.co.jp 

代表者　　　　　代表取締役社長　森口裕子
設立年月日　　　平成１年６月12日
資本金（出資金）　98,000千円
決算期　　　　　９月（事業期間10月～９月）
年間売上高　　　355,000千円 
役員数　　　　　取締役３人、監査役１人
従業員数　　　　10人（男性６人・女性４人）
保有機械

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制、月給制
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　土・日曜日、盆休、年末年始、
　　　　　　　　有給制度有
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（建退共）
福利厚生　　　　免許講習

事業体の沿革
　昭和15年に発足、平成元年に株式会社森口園芸
土木と改め更に令和元年に株式会社森口と変更。 
　平成25年より太陽光発電による発電及び電気の
販売事業を開始。現在、兵庫県内６箇所稼動。

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県内一円 
   
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）
　　　　　　　　衛生伐、危険木伐採

特色のある取組
・持続可能な国土づくりを目標に、自然環境の保全
　に取り組み、次世代の子供たちに環境学習会を毎
　年行っています。   
・従業員の免許取得を応援しています。  
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戸出木材
所在地

事業体概要

（本社）　三田市母子621番地 連絡先 TEL  079－566－0406
FAX  079－566－0991
E-mail  t-tode@iris.eonet.ne.jp 

代表者　　　　　代表　戸出武博 
設立年月日　　　昭和30年４月1日
資本金（出資金）　3,500千円
決算期　　　　　12月（事業期間1月～12月）
年間売上高　　　8,750千円
役員数　　　　　代表　1人
従業員数　　　　３人（男性３人）
保有機械

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（特別作業）
昇給・賞与　　　無し
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災
退職金制度　　　有り（林退共、退職一時金）
福利厚生

事業体の沿革
　昭和30年4月1日に国有林の入札を機に父が設立、
昭和53年12月31日に私が代表を務め、現在に至
ります。

仕事の内容
勤務地　　　　　三田市、神戸市等

仕事内容　　　　特殊伐採を主にして森林整備一式

特色のある取組
・特殊伐採を軸に森林整備、神社・お寺等の危険木
　の伐採
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伐採後トラックに積込

株式会社 萩原林業
所在地

事業体概要

（本　社）　明石市立石1丁目3番1号
（工場1）　神戸ウッドリサイクルセンター 
　　　　　神戸市西区見津が丘6丁目1番2号
（工場2）　平野ウッドリサイクルセンター 
　　　　　神戸市西区平野町中津字牛飼場

連絡先 TEL  078－922－6886
FAX  078－922－6210
E-mail  info＠hagirin.co.jp
ホームページ　
http://www.hagirin.co.jp

代表者　　　　　代表取締役社長　萩原　豪
設立年月日　　　平成４年５月１日
資本金（出資金）　10,000千円
決算期　　　　　４月（事業期間５月～４月）

従業員数　　　　41人 
保有機械　　　　パワーショベル、キャリーダンプ、
　　　　　　　　大型破砕機、10トンダンプ、
　　　　　　　　４トンダンプ、パッカー車 等

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制、月給制 
諸手当　　　　　有り（通勤、機械、他作業） 
昇給・賞与　　　有り 
勤務時間　　　　8時～17時 
休日・休暇　　　土曜日隔週、日曜日、盆休、年末
　　　　　　　　年始 
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金 
退職金制度　　　有り（建退共） 
福利厚生　　　　勤続表彰 

事業体の沿革
昭和30年　個人経営にて岡山県英田郡西粟倉村で
素材販売業を創業。
昭和40年4月　兵庫県明石市に移転し伐採工事業を
営み、高度成長下の住宅地造成等大規模開発工事に
携わってきた。
平成4年5月　株式会社　萩原林業　設立
平成7年10月　産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成11年7月　産業廃棄物処分業許可取得
平成25年9月　神戸市一般廃棄物処分業許可取得

仕事の内容

特色のある取組
・伐採、集積、運搬、リサイクルの一連の作業を専
　門としています。  
・樹木の再資源化の方法として、破砕・切削・炭化
　があり、木質バイオマス燃料用チップ、製紙用チッ
　プ、堆肥原料、土壌改良材等にリサイクルし、持続
　可能な循環型社会の形成を目指しています。
・職員、現場作業員向けの林業関係の研修を積極的
　に取り組んでおり、技術の向上を図っています。 

勤務地　　　　　関西一円 
仕事内容　　　　土木・とび土工・造園工事業
　　　　　　　　素材生産
　　　　　　　　産業廃棄物（木くず）収集運搬
　　　　　　　　産業廃棄物（木くず）処分
　　　　　　　　一般廃棄物（木くず）処分
　　　　　　　　木質チップ製造販売
　　　　　　　　木炭灰（土壌改良材）製造販売
　　　　　　　　薪製造販売

神戸ウッドリサイクルセンター
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有限会社 森安木材店
所在地

事業体概要

（本社）　多可郡多可町加美区西山314 連絡先 TEL  0795－36－1235
FAX  0795－36－1204
E-mail  
moriyasu-mokuzai@maia.eonet.ne.jp 
ホームページ
http://www.eonet.ne.jp/̃moriyasu-mokuzai

代表者　　　　　代表取締役社長　森安　勲
設立年月日　　　昭和７年１月20日
資本金（出資金）　3,000千円
決算期　　　　　12月（事業期間１月～12月）
年間売上高　　　70,000千円
役員数　　　　　取締役１人
従業員数　　　　10人（男性８人・女性２人）
保有機械　　　　グラップル４台、プロセッサ１台、
　　　　　　　　フォワーダ２台、
　　　　　　　　パワーショベル２台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、祭日、盆休、年末年始、
　　　　　　　　有給休暇制度有
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、退職一時金）
福利厚生

事業体の沿革
大正後期、木材搬出を始め、平成7年（有）森安木材
店として法人化した。
平成15年、建設業の許可を取得した。

仕事の内容
勤勤務地　　　　多可町一円

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）
　　　　　　　　木質バイオマス発電用の燃料チッ
　　　　　　　　プの生産

特色のある取組
・地元林家の経営計画を立て集約化施業を行い、約
　500haの山林で、年間5000㎥の素材生産を行っ
　ています。
・現場作業員は、研修（緑の雇用）を受け、資格取得
　とともに、技術の向上に積極的に取り組んでいま
　す。
・H30年、バイオマスチップ機を導入し、燃料チッ
　プの生産増加に取り組んでいます。

バイオマスチップ機の活動状況集材・造材作業プロセッサ
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ドローンの活用研究 ツリークライミング研修

北はりま森林組合
所在地

事業体概要

多可郡多可町加美区豊部1922番地の4 連絡先 TEL  0795－35－1177
FAX  0795－35－1174
E-mail
forestkitaharima@maia.eonet.ne.jp
ホームページ
http://www.eonet.ne.jp/̃kitaharimaforest/ 

代表者　　　　　代表理事組合長　中道忠憲
設立年月日　　　昭和42年２月16日
資本金（出資金）　57,562千円（令和２年度決算） 
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　877,630千円（令和２年度決算）
役員数　　　　　理事15人、監事３人
従業員数　　　　職員15人（男性13人・女性2人 
　　　　　　　　嘱託含む）
　　　　　　　　現場作業員23人（男性23人）
　　　　　　　　臨時作業員10人、協力事業体18社
保有機械　　　　グラップル７台、スイングヤーダ１台、
　　　　　　　　プロセッサ１台、ハーベスタ２台、　
　　　　　　　　フォワーダ３台、ザウルスロボ２台、
　　　　　　　　バックホウ５台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、精勤、班長）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　7時30分～17時00分（休憩180分）
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始、指定休日
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　林退共と営林緑化退職一時金制度
　　　　　　　　を併用 
福利厚生　　　　親睦旅行

事業体の沿革
　昭和42年2月16日、旧加美町において『加美町森
林組合』として発足し、平成17年11月1日の旧中
町、旧加美町、旧八千代町の合併により多可町が誕
生したのをきっかけとして、平成18年4月1日に
『北はりま森林組合』と改名し、区域を多可町（中
区・加美区・八千代区）に拡大する。
　そして、翌年の平成19年11月1日に加西市森林
組合と合併。さらに、平成22年8月には加東市、平
成23年8月には西脇市へと区域を拡大し、北播磨
（北はりま）地域の森林のほぼ全域をカバーする森林
組合となり、現在に至る。

仕事の内容

特色のある取組
・林業技士8名、認定森林施業プランナー4名を有
し、提案型集約化施業の実践により、年間2万㎥
強の素材生産を行い、さらなる増産に取り組んで
いる。
・所有しているドローンを活用し、森林調査、測量、
災害状況の把握などに取り組んでいる。
・ツリークライミング研修を開催し、樹上等での安
全な高所作業に取り組んでいる。

勤務地　　　　　北播磨地域（5市1町）一円から
　　　　　　　　加古川流域、神戸市方面まで
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）
　　　　　　　　木質バイオマス（燃料チップ・薪の
　　　　　　　　製造販売）
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株式会社 山田林業
所在地

事業体概要

（本社）　姫路市北平野1丁目12－11
（支社）　朝来市生野町新町1001番

連絡先 TEL  079－282－2329
FAX  079－227－3443
E-mail  forestry8yamada＠gmail.com 

代表者　　　　　代表取締役社長　山田尚弘
設立年月日　　　平成22年６月10日
資本金（出資金）　10,000千円
決算期　　　　　３月（事業期間４月～３月）
年間売上高　　　300,000千円
役員数　　　　　取締役３人
従業員数　　　　現場作業員24人（男性24人）
　　　　　　　　事務員３人
保有機械　　　　グラップル、プロセッサ、
　　　　　　　　フォワーダ

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制、月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、扶養、配偶者、住宅）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　１週間のうち日曜日固定、
　　　　　　　　プラスその他１日、GW、
　　　　　　　　夏季休暇、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、退職一時金）
福利厚生　　　　必要な資格取得、懇親会

事業体の沿革
江戸期に『カネシチ屋』の名前で八百屋創業。
明治維新期に幕府から払い下げられた鉱山を開発。
明治3年、選鉱用燃料として雑木伐採した跡地に杉
桧を植林。明治時代には育林業として林業開始。
昭和期に入り所有山林の間伐木生産販売を開始。
自山の間伐木、皆伐木を販売するだけでなく、周囲の
山林を購入および集約化する事で事業規模を拡大。
H29年度よりバイオマス燃料チップ粉砕、販売を開始。

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県内、養父市より南部

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）
　　　　　　　　発電燃料チップ生産、高所特殊伐採

特色のある取組
・所有山林周囲の山を購入し事業のフィールド拡大
・最新鋭機械導入による労働負荷の低減
・東証一部上場企業所有山林の整備事業受託
・発電用燃料チップの生産
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愛林興業株式会社
所在地

事業体概要

 （本　社）　姫路市飾磨区恵美酒294－3
 （営業所）　養父市上野1357
 （営業所）　神崎郡神河町吉冨1409－2

連絡先 TEL  079－234－8181
FAX  079－234－8184
E-mail  airin＠guitar.ocn.ne.jp 

代表者　　　　　代表取締役　播戸繁典
設立年月日　　　昭和35年１月22日
資本金（出資金）　10,000千円
決算期　　　　　9/20（事業期間9/21～9/20）
年間売上高　　　732,964千円 
役員数　　　　　役員３人、監査役１人
従業員数　　　　職員33人（男性29人・女性４人）
　　　　　　　　内現場作業員12人（男性12人）
保有機械　　　　グラップル５台、プロセッサ２台、
　　　　　　　　スイングヤーダ１台、
　　　　　　　　フォワーダ３台、バックホー１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制及び月給制を併用
諸手当　　　　　月給制の場合有り（家族、住宅、
　　　　　　　　物価、外勤、食事、通勤）
　　　　　　　　日給月給制の場合（特別作業）
昇給・賞与　　　有り（日給月給制を選択した場合なし）
勤務時間　　　　8：30～17：30（休憩1時間含む）
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　建退共と就業規則に基く退職金一
　　　　　　　　時金制度を併用 
福利厚生　　　　慰安旅行

事業体の沿革
昭和28年 5月　山林事業を創業　主に国有林の育
　　　　　　　　林請負を開始
昭和35年 1月　法人設立　林業用機械の販売を開始
昭和42年 8月　営業所開設（現 但馬営業所）
昭和47年10月　営業所開設（現 神崎営業所）

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県内全般

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）、
　　　　　　　　公園除草、樹木剪定、街路樹植栽・
　　　　　　　　管理

特色のある取組
　林業用機械取扱いに関し、安全管理の指導に力点
を置いて研修会等へ講師を派遣し、各種団体の活動
に協力している

　年間の平均的な作業を確保する為、林業関係の閑
期等に公園管理・除草、電力・土木工事等の索道架
設に営業活動を行っている  

プロセッサ 特殊伐採
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株式会社 知福木材
所在地

事業体概要

姫路市安富町長野271－2 連絡先 TEL  0790－66－3912
FAX  0790－66－3913
E-mail  
chihukumokuzai@meg.winknet.ne.jp

代表者　　　　　代表取締役社長　三辻正俊
設立年月日　　　平成22年３月１日
資本金（出資金）　3,000千円
決算期　　　　　10月（事業期間11月～10月）
年間売上高　　　106,000千円 
役員数　　　　　取締役２人
従業員数　　　　４人（男性３人・女性１人）
保有機械　　　　グラップル３台、プロセッサ１台、
　　　　　　　　フォワーダ２台、バックホウ１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制
諸手当　　　　　有り（通勤）
賞与　　　　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、退職一時金）

事業体の沿革
昭和48年頃、現社長の知福伸治が素材生産業を始
める。
平成22年3月1日、株式会社 知福木材を設立。
現在に至る。

仕事の内容
勤務地　　　　　姫路市、神崎郡、宍粟市、
　　　　　　　　たつの市、佐用郡

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）全般

特色のある取組
・造林補助金を活用した提案型集約化施業を実践し
　ており年間約5,000㎥程の素材生産を行っており
　ます。
・各種公共事業取得にも積極的に取組んでおります。

グラップルによる集材作業 フォワーダによる林内搬出作業
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中はりま森林組合
所在地

事業体概要

（本　所）　神崎郡神河町寺前251番地
（支　所）　姫路市安富町末広1番地
（連絡所）　神崎郡市川町西川辺165－3番地

連絡先 TEL  0790－34－0012
FAX  0790－34－0447
E-mail  nakaharima251@kcni.ne.jp

代表者　　　　　代表理事組合長　船田　穣
設立年月日　　　平成22年11月１日
資本金（出資金）　284,410千円 
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　559,450千円 
役員数　　　　　理事13人、監事３人
従業員数　　　　44人（男性39人・女性５人）
保有機械　　　　ハーベスタ、フォワーダ、
　　　　　　　　ザウルス、グラップル

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制、日給制 
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時15分～4時45分
休日・休暇　　　日曜及び祝祭日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、営林緑化労働基金）
福利厚生　　　　作業員宿舎施設有り

事業体の沿革
　平成22年11月、中播磨管内にある森林組合8組
合が広域合併し、本所・3支所・1連絡所体制で発
足した。その後経営改善等により、支所の統廃合を
行い本所・1支所・1連絡所への体制変更、理事・
監事の定数削減、現場作業員の再雇用後の定年制を
行い現在に至る。

仕事の内容
勤務地　　　　　姫路市・神崎郡　一円

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（伐採木搬出）
　　　　　　　　山林地籍

特色のある取組
・職員、現場作業員向けの研修に積極的に取り組み、
　技術の向上を図っています。

高性能林業機械による木材生産 壊れにくい道づくり
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内海林業株式会社
所在地

事業体概要

（本社）　宍粟市山崎町須賀沢1338－1 連絡先 TEL  0790－62－1208
FAX  0790－62－1208
E-mail  xftqr216@yahoo.co.jp

代表者　　　　　代表取締役　内海大悟
設立年月日　　　平成30年７月２日
資本金（出資金）　5,000千円
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　100,000千円 
役員数　　　　　取締役２人
従業員数　　　　４人（男性３人・女性１人）
保有機械　　　　プロセッサ、ザウルスロボ、
　　　　　　　　フォワーダ、グラップル

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始、ＧＷ
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、退職一時金）
福利厚生

事業体の沿革
　昭和50年、前代表者の内海聰和が内海林業を設
立し素材生産業を営む。
　平成10年、高性能林業機械（プロセッサ）導入。 
　平成17年、風倒木処理を機に高性能林業機械を
増設していく。
　平成30年に法人化に取り組み、高性能林業機械
10台を保有し、搬出間伐を中心に素材生産を行っ
ている。

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市・姫路市一円

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出） 

特色のある取組
・高性能林業機械等を最大限に活かした作業仕組み
　により高い生産性を実現

つかみ作業、バケット作業が行えるフェラーバンチャー
ザウルスロボ

保有する林業機械一式
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有限会社 カミカワ興産
所在地

事業体概要

　宍粟市山崎町中242番地3 連絡先 TEL  0790－64－0012
FAX  0790－64－0032
E-mail  tatuya＠able.ocn.ne.jp

代表者　　　　　代表取締役　上川達也
設立年月日　　　平成12年８月４日
資本金（出資金）　3,000千円
決算期　　　　　４月（事業期間５月～４月）
役員数　　　　　取締役２人
従業員数　　　　12人（男性10人・女性２人）

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（残業、深夜・休日出勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時30分～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（建退共、退職一時金制度）
福利厚生　　　　制服支給、社員旅行

事業体の沿革
平成12年8月　有限会社カミカワ興産　設立 
  

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県内

仕事内容　　　　森林整備

特色のある取組
・若年者の従業員も多く技術の取得・技能の向上等
　のため研修、講習に参加し、資格取得にも努めて
　います。

ツリーシェルター設置作業 植付作業
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有限会社 杉下木材
所在地

事業体概要

宍粟市山崎町塩田200番地1 連絡先 TEL  0790－62－9868
FAX  0790－62－4408
E-mail　 
sugishitamokuzai@kym.biglobe.ne.jp 

代表者　　　　　代表取締役　杉下勇己
設立年月日　　　平成８年６月11日
資本金（出資金）　3,000,000円 
決算期　　　　　５月末（事業期間６月～５月）
役員数　　　　　２名
従業員数　　　　10人（男性10人）
保有機械　　　　グラップル、プロセッサ、フォワーダ、
　　　　　　　　テレスコアームグラップル、
　　　　　　　　フェラーバンチャザウルス、
　　　　　　　　チッパー、スイングヤーダ、集材機

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、扶養）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始、GW
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共）
福利厚生　　　　社員旅行、親睦会

事業体の沿革
昭和42年　　丸幸木材を協同設立（架線集材主体）
平成元年　　 杉下木材として独立
平成２年　　 高性能林業機械導入開始
平成８年　　 有限会社　杉下木材となる
平成29年　　チッパー導入しバイオマス発電用チッ
　　　　　　 プの生産開始

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫（主）・岡山・鳥取 

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）
　　　　　　　　バイオマス発電用チップ生産

特色のある取組
・認定森林施業プランナーによる提案型集約化施業
　を実践しており、年間1万3千㎥の素材生産を行
　っています。
・木質バイオマス発電用の燃料チップの生産を行っ
　ています。  
・年間事業量の約半分は国有林請負事業を行ってい
　ます。
・作業に必要な資格は緑の雇用研修を活用しており
　ます。
　また、随時会社負担で資格取得も行っています。

テレスコアームグラップルによる集材 バイオマス発電用チップの生産
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株式会社 山崎緑化土木
所在地

事業体概要

宍粟市山崎町三谷210番地1 連絡先 TEL  0790－67－9366
FAX  0790－67－9622
E-mail  yoko.y＠iris.ocn.ne.jp 

代表者　　　　　代表取締役　井上光弘
設立年月日　　　平成23年10月31日
資本金（出資金）　1,000千円
決算期　　　　　10月（事業期間10月～９月）
役員数　　　　　取締役１人
従業員数　　　　４人（男性４人）

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（残業、深夜・休日出勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時30分～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（建退共、退職一時金制度）
福利厚生　　　　制服支給、社員旅行

事業体の沿革
平成23年10月　　株式会社　山崎緑化土木　設立

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市、たつの市、神崎郡

仕事内容　　　　森林整備

特色のある取組
・必要な技術を学び、様々な技能を身につけるため
　に研修講習に参加し、キャリアアップに努めてい
　ます。

倒木（危険木）処理作業 枝打ち作業
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清瀬林業
所在地

事業体概要

宍粟市山崎町塩田２４５番地 連絡先 TEL  0790－62－3384
FAX  0790－62－3384
E-mail  kiyose86@meg.winknet.ne.jp

代表者　　　　　代表　清瀬八郎 
設立年月日　　　平成２年６月１日
決算期　　　　　12月（事業期間１月～12月）
年間売上高　　　57,000千円
役員数　　　　　ー
従業員数　　　　２人（男性１人・女性１人）
保有機械　　　　グラップル３台、プロセッサ１台、
　　　　　　　　ブレーカー１台、フォワーダ３台、
　　　　　　　　トラック１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　労災
退職金制度　　　林退共に加入
福利厚生　　　　研修旅行

事業体の沿革
　15年間のサラリーマン経験を経て、平成2年から
専業的に所有山林経営と請負林産業に取り組みまし
た。その後、高性能林業機械等を整備し、高性能林
業機械と路網整備による高能率な林業を進めていま
す。

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市並びにたつの市内
 
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）

特色のある取組
・最新鋭機械の導入による労働負荷の低減を図って
　います。
・木質バイオマス発電用の原木生産も併せて行って
　います。
・「森林経営計画」を作成して施業の団地化を推進し
　ています。団地数の目標数を15団地としていま
　す。（現在10団地）

グラップルとプロセッサによる原木生産システム グラップルによる集材状況
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白谷林業
所在地

事業体概要

宍粟市山崎町上ノ1004番地1 連絡先 TEL  0790－65－0450
FAX  0790－65－0450
E-mail  
komazawa.white2051@ab.auone-net.jp

代表者　　　　　代表　白谷英行 
設立年月日　　　平成26年４月１日
資本金（出資金）　ー
決算期　　　　　12月（事業期間１月～12月）
年間売上高　　　50,000千円
役員数　　　　　ー
従業員数　　　　３人（男性２人・女性１人）
保有機械　　　　パワーショベル、グラップル、
　　　　　　　　フォワーダ、4駆トラック、
　　　　　　　　4駆ダンプ

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制及び月給制を併用
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始、雨天
社会保険　　　　労災、健康
退職金制度　　　林退共と営林緑化退職一時金制度
　　　　　　　　を併用 
福利厚生　　　　研修旅行

事業体の沿革
　勤務をしながら自己所有の森林の整備を行ってい
ました。
　退職後の平成26年4月からは、自伐林家として搬
出間伐を行なってきました。
　直近では事業地周辺の森林を購入し、積極的に団
地化を推進し、直営施業と請負施業で山林経営を
行っています。

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市山崎町内 
仕事内容　　　　・素材生産（搬出間伐）
　　　　　　　　・ペンション経営

特色のある取組
・自己所有林内の路網は、50％以上を4駆トラック
が通行可能なように整備し、直接市場に搬出して
います。　　
・木質バイオマス発電用の原木も併せて生産してい
ます。
・複合経営の、「グリーンハウス・ジャスミン」は、
一日一組の一棟貸しのペンションで、三世代のご
家族やワンちゃんファミリー・女子会・趣味のグ
ループといろんな方に整備された森林を楽しんで
もらっています。オーナーとして何よりも嬉しい
のはリピーター率の高さです。

薪づくり等の林業体験もできるグリーンハウス・ジャスミン ワンちゃんと一緒に楽しめるドックラン
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株式会社 福原林業
所在地

事業体概要

（本社）　宍粟市山崎町中井15－3 連絡先 TEL  0790－62－2918
FAX  0790－73－9950
E-mail
y-fukuhara＠fukuhara-ringyo.jp

代表者　　　　　代表取締役　福原佳孝
設立年月日　　　令和3年４月１日
資本金（出資金）　5,000千円
決算期　　　　　３月（事業期間４月～３月）
年間売上高　　　40,000千円
役員数　　　　　取締役２人
従業員数　　　　２人（男性２人）
保有機械　　　　グラップル、プロセッサ

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制 
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始、雨天
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（中退共）
福利厚生

事業体の沿革
平成30年に福原林業として独立する。
令和3年株式会社福原林業として法人登記する。

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市
 
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出） 

特色のある取組
　高性能林業機械の導入により、労働負荷の軽減を
目指しつつ、自分達のペースを守る事を意識してい
ます。

プロセッサによる造材作業 掘削・集材・切断が可能な　　　　　　　　
フェラーバンチャーザウルスによる集材作業
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しそう森林組合
所在地

事業体概要

（本　　所）　宍粟市一宮町安積1011番地25 
（山崎支所）　宍粟市山崎町鹿沢79番地36 
（波賀支所）　宍粟市波賀町有賀513番地21 
（千種支所）　宍粟市千種町岩野辺1950番地51 

連絡先 TEL  0790－72－1009
FAX  0790－72－1443
E-mail  isk1009＠jasmine.ocn.ne.jp

代表者　　　　　代表理事組合長　春名善樹
設立年月日　　　平成18年２月１日
資本金（出資金）　269,947千円 
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　516,354千円 
役員数　　　　　理事16人、監事3人 
従業員数　　　　45人　［職員16人（嘱託８人）
　　　　　　　　現業職員９人・森林技術員20人］
保有機械　　　　グラップル６台、プロセッサ５台、
　　　　　　　　フォワーダ４台、スイングヤーダ１台、
　　　　　　　　ザウルス２台、タワーヤーダ１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制（将来、現業職員へ移行
　　　　　　　　あり） 
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時30分～17時00分 
休日・休暇　　　日曜日、隔週土曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金 
退職金制度　　　林退共、営林緑化労働基金退職一
　　　　　　　　時金制度を併用

事業体の沿革
　平成18年2月、宍粟市の4町の森林組合が合併し、
発足した。
　当初は、本所と4支所（山崎支所、一宮支所、波賀
支所、千種支所）を配置していたが、平成24年に一
宮支所を廃止し、本所と3支所の体制とした。

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市一円

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）
　　　　　　　　森林土木、山林調査 

特色のある取組
・認定森林施業プランナーによる提案型集約化施業
　を実施し年間2万3千㎥の素材生産を行っている。
・職員・現業職員及び森林技術員に積極的な研修・
　講習の受講により有職技術（技能）者の養成を図っ
　ている。
・高性能林業機械の導入によりコストの低減、労働
　強度の軽減並びに労働災害防止を図っている。
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小林林産
所在地

事業体概要

宍粟市一宮町生栖673番地 連絡先 TEL  0790－74－1600
FAX  0790－74－1608
E-mail  on_koba@meg.winknet.ne.jp

代表者　　　　　代表　小林　温 
設立年月日　　　昭和62年７月10日
決算期　　　　　12月（事業期間１月～12月）
年間売上材積　　2,000㎥
従業員数　　　　３人（男性２人・女性１人）
保有機械　　　　グラップル、ハーベスタ、
　　　　　　　　フォワーダ、10tトラック、
　　　　　　　　2tダンプ

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制、月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、機械、特別作業）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　労災
退職金制度　　　有り（営林緑化退職一時金制度）
福利厚生

事業体の沿革
　地元宍粟市一宮町生栖地区内において、生産森林
組合林・個人所有林を集約団地化し（約250ha）森林
経営計画を樹立し、作業道開設と搬出間伐をメイン
に事業展開を行なっている。
　家族3人（代表者と息子夫婦）の事業体のため、規
模も小さく生産量も少な目ではあるが、過度な生産
性に走ることなく 森林所有者の目線に立って 健全
で明るい持続可能な山づくりをモットーに、壊れに
くい作業道の開設と丁寧な搬出間伐作業を心掛け、 
所有者に信頼される施業に努めている。

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市一宮町一円
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（伐採・搬出）
　　　　　　　　作業道開設、鉄鋼スラグ舗装 

特色のある取組
　県指導林家会主催の「壊れにくい作業道づくり講習
会」・「間伐講習会」・「林業就労体験事業」などを施業管
理山林内で開催し地域林業の活性化に尽力してきた。
　材価の低迷、補助金の減少等で苦しい経営状態が
続き、先行きも明かりが見えない林業界の状況では
あるが、単なる伐採業者に堕することなく、林業家
としての矜持を忘れず、森林（やま）を愛し・護り育
てていく事業体であり続けたい。

「林業就労体験事業」でのハーベスタによる
玉切り体験の指導状況

グラップル　ハーベスタのオペレーターとして
女性が活躍中。（青年林業士 女性認定第一号）
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株式会社 八木木材（素材部）
所在地

事業体概要

（本社）　宍粟市一宮町須行名411番地 連絡先 TEL  0790－72－2020
FAX  0790－72－2025
E-mail  ya1905gi＠brown.plala.or.jp

代表者　　　　　代表取締役　八木浩明
設立年月日　　　平成19年10月１日
資本金（出資金）　5,000千円
決算期　　　　　９月（事業期間10月～９月）
年間売上高　　　150,000千円
役員数　　　　　代表取締役１人、取締役１人
従業員数　　　　５人（男性３人・女性２人）
保有機械　　　　グラップル、プロセッサ、
　　　　　　　　フォワーダ、スイングヤーダ、
　　　　　　　　ロングリーチグラップル、
　　　　　　　　フェラーバンチャザウルス、
　　　　　　　　マルチグラップル

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制、月給制
諸手当　　　　　有り（特別作業）
昇給・賞与　　　有り（8月、11月、12月）
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始、GW
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
　　　　　　　　業務災害保険加入（民間）
退職金制度　　　有り（中退共）
福利厚生　　　　年一回　家族一緒に社員研修旅行

事業体の沿革
昭和61年11月　　八木木材　設立
平成19年10月　　株式会社へ組織変更

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県、岡山県、鳥取県

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）

特色のある取組
・機械化林業
・少人数体制で家庭的な雰囲気を大切にしている。

複数の高性能林業機械を連携させた効率的な素材生産
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株式会社 宮辻造林
所在地

事業体概要

宍粟市一宮町須行名493 連絡先 TEL  0790－65－9567
FAX  0790－65－9568
E-mail  qqbs2ds9k@eagle.ocn.ne.jp 

代表者　　　　　代表取締役　宮辻弘学
設立年月日　　　平成27年12月１日
資本金（出資金）　100万円
決算期　　　　　11月（事業期間12月～11月）
年間売上高　　　2,000万円
役員数　　　　　取締役１人
従業員数　　　　１人（男１人）
保有機械　　　　チェンソー

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り
昇給　　　　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始、ＧＷ
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　検討中 
福利厚生

事業体の沿革
　平成26年5月より宮辻造林として独立開業し、平
成27年12月に株式会社宮辻造林として法人登録を
する。

森林整備後の林内状況 民家裏伐採状況

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市他、県内一円
　　　　　　　　他県への遠征もあります。

仕事内容　　　　森林整備、造林事業全般、木材搬出

特色のある取組
　主に造林事業や森林整備をメインの仕事として考
えています。木材搬出なども請け負うこともありま
す。
　森林をより良い状態で未来へ繋げていけるように、
手入れをしていければ良いと思います。



22

株式会社 グリーン興産
所在地

事業体概要

（本所）　宍粟市一宮町東河内1003 連絡先 TEL  0790－72－1553
FAX  0790－72－2327
E-mail  info@greenkousan.co.jp 
ホームページ
http://www.greenkousan.co.jp   

代表者　　　　　代表取締役　石原淳平
設立年月日　　　平成２年６月１日
資本金（出資金）　5,000千円
決算期　　　　　９月
年間売上高　　　350,000千円 
役員数　　　　　理事６人
従業員数　　　　職員１人（女性１人）
　　　　　　　　現場作業員18人（男性18人）
保有機械　　　　グラップル７台、プロセッサ２台、
　　　　　　　　ザウルス１台、フォワーダ４台、
　　　　　　　　バックホウ１台、
　　　　　　　　ミニバックホウ４台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、機械、特別作業）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、祝祭日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　林退共
福利厚生　　　　研修旅行

事業体の沿革

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県下一円
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）、
　　　　　　　　木質バイオマス発電用の燃料用 未
　　　　　　　　利用材の搬出、土木事業、緑化事業

特色のある取組
・認定森林施業プランナーによる提案型集約化施業
を実践しており、年間1万7千㎥の素材生産を行
っています。
・職員、現場作業員向けの研修（大径木伐採、作業
道作設等）に積極的に取り組んでおり、技術の向
上を図っています。

プロセッサによる造材状況 列状間伐の完了状況

　平成2年6月、有限会社グリーン興産を設立し、
当初、森林事業は保育事業を主とし、土木事業と緑
化事業は、公共事業、民間工事を問わず事業を展開
してまいりました。
　平成18年12月に株式会社グリーン興産に組織変
更し、森林事業は、平成16年の台風被害による風
倒木処理事業に高性能林業機械を導入し、素材生産
事業にも取り組んでまいりました。
　また、平成30年5月1日付をもって前社長 石原武
典を会長とし、新社長に石原淳平が就任し、新体制
で従来の保育事業・土木事業・緑化事業と素材生産
事業を含めた事業を展開し現在に至ります。
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古畑林業
所在地

事業体概要

宍粟市一宮町安黒619－2 連絡先 TEL  0790－72－0307
FAX  0790－72－0307
E-mail　
furuhata-ringyou@navy.plala.or.jp 

代表者　　　　　代表　古畑直秀 
設立年月日　　　平成27年４月１日
決算期　　　　　12月（事業期間１月～12月）
年間売上高　　　20,000千円
役員数
従業員数　　　　２人（男性１人・女性１人）
保有機械　　　　プロセッサ１台、グラップル１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制 
諸手当　　　　　有り（通勤、特別作業）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災
退職金制度
福利厚生

事業体の沿革
　森林整備を行うにあたり、残された木の成長や下
層木の成長などにも気を付けながら作業を行ってい
ます。
　作業の効率化と安全性の確保、技術や情報の共有
を強化しています。

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県内

仕事内容　　　　造林事業、素材生産

特色のある取組
・現場作業員向けの研修（森林整備、大径材伐採等）
　に積極的に取り組んでおり、技術の向上を図って
　います。
・林産事業や区域外への事業エリアを拡大し、施業
　の集約化の取り組みを行っていきたい。

造材：造材で活躍するプロセッサ 集材：積込みで活躍するグラップル
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フォレストリー株式会社
所在地

事業体概要

宍粟市一宮町上岸田221番地1 連絡先 TEL  0790－71－0114
FAX  0790－71－0114
E-mail  paoran7@gmail.com

代表者　　　　　代表取締役社長　秋武克宏
設立年月日　　　平成29年２月１日
資本金（出資金）　2,000千円
決算期　　　　　１月（事業期間２月～１月）
年間売上高　　　95,000千円
役員数　　　　　取締役１人
従業員数　　　　４人（男性４人）
保有機械　　　　プロセッサ１台（リース）、
　　　　　　　　グラップル３台、フォワーダ２台、
　　　　　　　　フェラバンチャーザウルス１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給制：月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、家族）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、GW、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　林退共
福利厚生　　　　住宅斡旋制度

事業体の沿革
　宍粟市一宮町にある秋武林業（株）が林産部門を廃
業するにあたり、元社員であった現社長が高性能林
業機械等を譲り受け、新たにForestry（株）を立ち
上げ、現在に至ります。令和４年４月１日から
Forestry株式会社をフォレストリー株式会社に改名
いたしました。

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市近辺

仕事内容　　　　主に素材生産（搬出間伐）

特色のある取組
・高性能林業機械と作業道開設により、労働負荷の
　低減を図るとともに低コスト林業を進めています。

路網形成、集材・積込等で活躍するザウルス 搬出間伐後の森林
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株式会社 長田製材所
所在地 宍粟市一宮町河原田278番地 連絡先 TEL  0790－74－1543

FAX  0790－74－1543
E-mail  nxj23913@meg.winknet.ne.jp

事業体概要
代表者　　　　　代表取締役社長   長田利明
設立年月日　　　平成30年10月１日
資本金（出資金）　3,000千円 
決算期　　　　　９月（事業期間10月～９月）
年間売上高　　　60,000千円
役員数　　　　　取締役３人
従業員数　　　　４人（男性３人・女性１人）
保有機械　　　　グラップル３台、ハーベスタ１台、
　　　　　　　　フォワーダ２台、
　　　　　　　　スイングヤーダ１台、
　　　　　　　　ロングリーチグラップル１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制及び月給制を併用
諸手当　　　　　有り（通勤、特別作業）
昇給　　　　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　中退共と営林緑化退職一時金制度
　　　　　　　　を併用 
福利厚生　　　　研修旅行

事業体の沿革
　元々、地元で製材所を営んでいましたが、平成に
なってから、製材に加え素材生産業を併せて行いま
した。その後、製材業を廃業し、素材生産業のみと
なり、平成30年10月１日に株式会社化しました。

ハーベスタによる玉切り状況 ロングリーチグラップルによる集材

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市近郊 
   
仕事内容　　　　素材生産（搬出間伐）

特色のある取組
・最新鋭機械の導入による労働負荷の低減を図って
　います。
・路網整備による低コスト化林業を推進しています。
・木質バイオマス発電用の原木生産も併せて行って
　います。
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株式会社 田中林業
所在地

事業体概要

宍粟市波賀町斉木746 連絡先 TEL  0790－75－2441
FAX  0790－75－2359
E-mail  
tanakaringyou@meg.winknet.ne.jp 

代表者　　　　　代表取締役社長　田中敏廣
設立年月日　　　昭和57年10月創業
　　　　　　　　平成20年９月会社設立 
資本金（出資金）　3,000千円
決算期　　　　　７月（事業期間７月～８月）
年間売上高　　　150,000千円
役員数　　　　　取締役２人
従業員数　　　　5人（男性５人）
保有機械　　　　グラップル２台、プロセッサ１台、
　　　　　　　　フォワーダ２台、トラック１台、
　　　　　　　　ザウルス１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始、雨天休
社会保険　　　　雇用、労災、社会保険、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共）
福利厚生　　　　制服支給、親睦会

事業体の沿革
昭和57年10月より創業。
その後平成20年９月に会社設立。

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県一円、鳥取県、岡山県 
   
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出） 
　　　　　　　　自社トラックによる運搬 

特色のある取組
・現場作業員の研修に積極的に取り組んでおり、技
　術の向上を図っている。   
・経営計画を樹立し、集約施業を行っている。
・ 特殊伐採を行っている。

プロセッサによる造材 グラップル集材・フォワーダ運搬
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株式会社 松本工務店
所在地

事業体概要

宍粟市波賀町上野190番地1 連絡先 TEL  0790－75－2135
FAX  0790－75－3594
E-mail  soumu＠matsukou-co.com 
ホームページ
https://matsumotokomuten.hp.gogo.jp/pc/  

代表者　　　　　代表取締役　松本貞人
設立年月日　　　昭和31年２月１日
資本金（出資金）　35,000千円
決算期　　　　　７月（事業期間８月～７月）
年間売上高　　　2,022,207千円
役員数　　　　　取締役３人、監査役１人 
従業員数　　　　36人（男性30人・女性６人）
保有機械　　　　グラップル、フォワーダ、
　　　　　　　　バックホー、キャリー 他

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制、月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、資格、特別作業）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　7時30分～17時（実労８時間） 
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始他
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　建退共と退職一時金制度
福利厚生　　　　法定外労災保険加入、社員旅行、
　　　　　　　　忘年会、制服支給等

事業体の沿革
明治24年9月創業
昭和31年2月松本工務店設立
昭和47年11月法人に組織変更
設立時より建設業許可登録を受け、更新・業種追加
等により、現在は土木・建設工事業他の特定建設業
許可と一般建設業許可を取得している。

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県内 
仕事内容　　　　森林土木工事（森林整備事業に伴
　　　　　　　　う伐採作業を含む）、巡視路保守
　　　　　　　　修繕他。一般土木工事・建築工事
　　　　　　　　現場での現場作業。  

特色のある取組
・公共機関、民間企業、一般顧客様から幅広く受注
　しております。公共施設、住宅の新築改装工事や、
　大型店舗の改装工事、道路・河川・治山・森林土
　木工事・造成工事等を施工しています。
・職員、現場作業員向けの研修（大径木伐採、作業
　道作設等）に積極的に取り組んでおり、技術の向
　上を図っています。

支障木の撤去作業 林道新設工事に伴う伐開
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有限会社 清水木材
所在地

事業体概要

（本社）　宍粟市波賀町安賀27番1
（支社）　鳥取県八頭郡智頭町智頭1511番地3

連絡先 TEL  0790－75－3575
FAX  0790－75－3576
E-mail  lumberjack＠meg.winknet.ne.jp
ホームページ
http://www.heart-y.ne.jp/shimizu

代表者　　　　　代表取締役社長　清水直樹
設立年月日　　　平成６年10月13日
資本金（出資金）　3,000千円
決算期　　　　　９月（事業期間10月～９月）
年間売上高　　　120,000千円 
役員数　　　　　取締役３人、監査役１人
従業員数　　　　６人（男性６人）
保有機械　　　　グラップル、ハーベスタ、
　　　　　　　　フォワーダ

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制、月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、機械、特別作業）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　7時～16時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始、雨天 
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（中退共、退職一時金）
福利厚生　　　　民間の労災保険にも加入

事業体の沿革
　昭和初期より素材業を始め、平成6年10月に有限
会社清水木材となり、搬出間伐を中心に素材生産業
を行う。

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県、鳥取県一円

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）
　　　　　　　　作業道整備

特色のある取組
・国有林及び私有林の請負森林整備事業や生産森林
　組合の山林や個人の森林有者を集約化して森林整
　備を行う。
・現場作業員には積極的に必要な資格の習得に取り
　組んでいる。 

ハーベスタによる造材 ハーベスタによる立木伐倒
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有限会社 勝部重機
所在地

事業体概要

宍粟市波賀町有賀83番地5 連絡先 TEL  0790－75－8881
FAX  0790－75－8882
E-mail  kj1016＠katubejyuuki.jp
ホームページ
https://kj1016@katubejyuuki.jp

代表者　　　　　代表取締役　勝部金洋
設立年月日　　　平成15年10月16日
資本金（出資金）　3,000千円
決算期　　　　　９月（事業期間８月～９月）
年間売上高　　　226,000千円
役員数　　　　　取締役２人
従業員数　　　　８人（男性８人）
保有機械　　　　グラップル４台、プロセッサ２台、
　　　　　　　　フォワーダ２台、バックホー２台、
　　　　　　　　トラック４台、
　　　　　　　　フェラバンチャザウルス１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制、月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、管理、その他）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（建・林退共、営林緑化退職
　　　　　　　　一時金を併用） 
福利厚生　　　　研修旅行

事業体の沿革
　平成15年10月に土木会社として設立し、平成
20年頃より間伐等の森林整備を開始し、土木業・
林業・運搬業の三本柱で事業展開をして現在に至る。
　自社所有山林は42haあり、山林経営も行っている。

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県一円　鳥取・岡山 
   
仕事内容　　　　一般土木・林業（搬出間伐、特殊
　　　　　　　　伐採）・運搬業（素材・重機回送）

特色のある取組
・施業提案による集約化施業を行い年間8,000㎥の
　素材生産を行っている
・土木力を生かした、山にやさしい道造り
・適材適所の人材配置での作業

集合写真 グラップルによる集材状況
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翔真林業 株式会社
所在地 宍粟市波賀町有賀83番地1 連絡先 TEL  0790－75－3040

FAX  0790－75－3041
E-mail  sr0526@shoma-ringyo.jp/
ホームページ
https://shoma-ringyo.jp/

事業体概要

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制、月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、その他）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始　他
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　林退共と営林緑化退職一時金制度
　　　　　　　　を併用
福利厚生　　　　研修旅行、忘年会

事業体の沿革
平成29年５月に設立

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県内　岡山県

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）
　　　　　　　　素材運搬、特殊伐採

特色のある取組
・森林施業プランナーによる提案型集約化施業を実
　施し、現場作業者の技術向上を図りながら、素材
　生産を行っています。
・家や施設周辺、墓地周り、その他の危険木伐採も
　行っています。
・平均年齢38歳という若さ、活力を活かしチーム
　一丸となり仕事に取り組んでいます。
・スローガン
　木は生き物『木という命を大切に』を胸に日々素
　材生産に取り組んでいます。

25tラフターによる特殊伐採 伐倒状況（搬出間伐）

代表者　　　　　代表取締役　勝部翔太
設立年月日　　　平成29年５月26日
資本金（出資金）　3,000千円
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　110,000千円 
役員数　　　　　取締役２人
従業員数　　　　６人（男性６人）
保有機械　　　　プロセッサ１台（リース）
　　　　　　　　フォワーダ２台（リース）
　　　　　　　　グラップル２台（リース）
　　　　　　　　バックホー１台（リース）
　　　　　　　　フェラバンチャザウルス１台
　　　　　　　　トラック15t１台
　　　　　　　　トレーラー27t１台
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株式会社 樹林業
所在地 （本　　　社）　鳥取県鳥取市南栄町

　　　　　　　　　　　33番地14
（宍粟営業所）　兵庫県宍粟市波賀町
　　　　　　　　　　安賀27番地1

連絡先 （本　　　社）TEL  0857－50－1301
　　　　　　　FAX  0857－50－1302
E-mail  kiyama@itsuki-r.jp
（宍粟営業所）TEL  0790－75－3575
　　　　　　　FAX  0790－75－3576
E-mail  kiyama@itsuki-r.jp

事業体概要
代表者　　　　　代表取締役　三橋康宏
設立年月日　　　平成26年４月23日
資本金（出資金）　3,000千円
決算期　　　　　10月（事業期間11月～10月）
年間売上高　　　359,555千円 
役員数　　　　　取締役２人、監査役１人
従業員数　　　　職員６人（男性６人）
　　　　　　　　現場作業員11人（男性11人）
保有機械　　　　グラップル５台、プロセッサ１台、
　　　　　　　　ハーベスター１台、フォワーダ３台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制 
諸手当　　　　　有り（通勤手当等）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　7時30分～16時30分
休日・休暇　　　土・日曜日、盆休、年末年始
　　　　　　　　（有給休暇）
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　林退共
福利厚生　　　　研修旅行等

事業体の沿革
平成26年 4月　株式会社樹林業を設立
平成28年10月　宍粟営業所を設立
平成29年 4月　鳥取西部営業所を設立
令和元年10月　鳥取県若桜営業所を設立

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市一円、鳥取県、岡山県 

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）、
　　　　　　　　特殊伐採

特色のある取組
・高性能林業機械の導入による労働負荷の低減を図
　っています。
・職員、現場作業員向けの研修に積極的に取り組み、
　技術の向上を図っています。
・木質バイオマス発電用の原木生産も併せて行って
　います。

伐倒状況 プロセッサによる枝払・玉切状況
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はやし 林業
所在地

事業体概要

宍粟市千種町河内1358番地 連絡先 TEL  0790－71－0315
FAX  0790－71－0415
E-mail  khgfg＠meg.winknet.ne.jp

代表者　　　　　代表　林　克年 
設立年月日　　　平成25年10月２日
決算期　　　　　12月（事業期間１月～12月）
年間売上高　　　77,000千円
従業員数　　　　６人（男性５人・女性１人）
保有機械　　　　ハーベスタ１台、グラップル３台、
　　　　　　　　プロセッサ１台、フォワーダ２台、
　　　　　　　　ザウルスロボ１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（特別作業）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、退職一時金）
福利厚生　　　　研修旅行

ハーベスタでの採材状況 フォワーダへの積込み状況

事業体の沿革
平成24年12月31日　森林組合を退職
平成25年10月 2日　林業事業体「はやし林業」を
　　　　　　　　　　　発足

仕事の内容
勤務地　　　　　宍粟市、千種町一円
　　　　　　　　中国、四国地方

仕事内容　　　　素材生産（搬出間伐）

特色のある取組
・高性能林業機械と作業道開設により、労働負荷及
　び作業コストの低減を行っている。
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たつの森林組合
所在地

事業体概要

（本所）　
たつの市新宮町新宮1048番地8 

連絡先 TEL  0791－75－0276
FAX  0791－75－1165
E-mail  shingu-sinrin@bird.ocn.ne.jp 

代表者　　　　　代表理事組合長　保田義一
設立年月日　　　平成23年１月１日
資本金（出資金）　14,700千円 
決算期　　　　　12月（事業期間１月～12月）
年間売上高　　　100,000千円 
役員数　　　　　理事８人、監事３人
従業員数　　　　職員５人（男性４人・女性１人）
　　　　　　　　現場作業員（外注委託制）
保有機械　　　　グラップル３台、ダンプ、
　　　　　　　　パッカー車、４tトラック

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制 
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時30分～17時15分 
休日・休暇　　　土・日祝日、夏季休暇、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　中退共 
福利厚生　　　　各種制度

事業体の沿革
　平成23年１月１日付で１市1町にあった森林組合
が合併して発足した。本所はたつの市新宮町内、旧
新宮町役場庁舎に置き、たつの市全体（旧1市3町）
を対象エリアとして森林経営計画樹立による森林施
業を中心に組合事業を展開している。
　近年は、施業の集約化とともにコスト削減による
健全経営を目指しており、併せてコンプライアンス
体制導入による組合倫理行動規範の向上に努めて現
在に至る。

仕事の内容
勤務地　　　　　たつの市、西播磨地域管内一円 
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）、
　　　　　　　　木質バイオマス発電用の燃料チッ
　　　　　　　　プの生産   

特色のある取組
・認定森林施業プランナーによる提案型集約化施業
　を実践しており、年間3,000㎥の素材生産を行っ
　ています。
・職員、現場作業員向けの研修（大径木伐採、作業
　道作設等）に積極的に取り組んでおり、技術の向
　上を図っています。
・木質バイオマス発電用の燃料チップの生産を行っ
　ています。

森林施業計画打合せによる情報共有化 造林事業地での完成検査風景



34

はりま西森林組合
所在地

事業体概要

赤穂郡上郡町大持278番地 連絡先 TEL  0791－52－0980
FAX  0791－52－0366
E-mail  
kamigoori-shinrin@mist.ocn.ne.jp

代表者　　　　　代表理事組合長　三浦憲之
設立年月日　　　昭和38年３月28日
資本金（出資金）　4,718千円
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　84,500千円
役員数　　　　　理事16人、監事３人
従業員数　　　　６人（男性５人・女性１人）
保有機械　　　　グラップル、フォワーダ、
　　　　　　　　４tトラック

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給制
諸手当　　　　　有り（特殊勤務手当）
賞与　　　　　　有り
勤務時間　　　　8時30～17時15分
休日・休暇　　　土・日曜日、祝日、盆休、年末年始
社会保険　　　　健康、厚生年金、雇用、労災
退職金制度　　　林退共 

事業体の沿革
　平成23年7月、2市1町（相生市･赤穂市・上郡
町）にあった森林組合が合併し発足した。当初は1
市に支所を配置していたが、平成29年3月をもって
統廃合を行い、1本店体制とし、現在に至る。

仕事の内容
勤務地　　　　　相生市、赤穂市、上郡町一円

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）、木質
　　　　　　　　バイオマス発電用チップの生産、
　　　　　　　　伐採等

特色のある取組
・技術力向上を図るための研修への参加等、労働災
害の防止に積極的に取り組んでいます。
・事業の効率化を図るための各種研修にも参加し、
本格稼働に向けての準備を進めています。
・素材生産、木質バイオマス発電用チップの生産を
行っています。

グラップルによる作業状況 本数調整伐の作業状況
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佐用郡森林組合
所在地

事業体概要

佐用郡佐用町佐用2581－1番地 連絡先 TEL  0790－82－0650
FAX  0790－82－0655
E-mail  
sayosinrin1@meg.winknet.ne.jp

代表者　　　　　代表理事組合長　庵逧典章
設立年月日　　　平成16年４月１日
資本金（出資金）　14,932千円
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　187,181千円 
役員数　　　　　理事13人、監事４人
従業員数　　　　８人（男性７人・女性１人）
保有機械　　　　グラップル３台、プロセッサ１台、
　　　　　　　　フォワーダ１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給、出来高制 
諸手当　　　　　有り（班長・通勤）
昇給・賞与　　　無
勤務時間　　　　8時～16時40分
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、退職一時金）
福利厚生

事業体の沿革
　平成16年4月、郡内4町にあった森林組合が合併
し発足した。当初は、4町に支所を配置していた
が、平成16年10月に支所を廃止し本所体制として
いる。 

仕事の内容
勤務地　　　　　佐用町一円

仕事内容　　　　森林整備
　　　　　　　　素材バイオマス材生産（搬出）

特色のある取組
・地域の担い手として経営計画団地を順次策定し
　11,200㎥の搬出間伐及び各種事業を実施してい
　ます。
・職員、現場作業員向けの研修（林産・作業道開設）
　に参加し、 技術の向上に取り組んでいます。
・木材ステーションさようの管理運営を行い、バイ
　オマス材の出荷や薪の生産を行っています。
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株式会社 上野組
所在地

事業体概要

佐用郡佐用町櫛田2073－1番地 連絡先 TEL  0790－88－0024
FAX  0790－88－1015
E-mail  uenogumi＠g-c-e.co.jp 
ホームページ  https://uenoinc.co.jp

代表者　　　　　代表取締役　上野雄大 
設立年月日　　　1967年３月３日
資本金（出資金）　31,200千円
決算期　　　　　５月（事業期間　６月～５月）
年間売上高　　　650,000千円
役員数　　　　　取締役４人
従業員数　　　　12人
　　　　　　　　（内、林業チーム従業員５人） 
保有機械　　　　フェラバンチャー２台、
　　　　　　　　グラップル１台、
　　　　　　　　プロセッサ１台、フォワーダ１台、
　　　　　　　　バックホウ10台 

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制・日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、時間外）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　８時～17時
休日・休暇　　　第2・4土曜、日曜、有給休暇、
　　　　　　　　GW、夏季冬季休暇、慶弔休暇
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　建退共or林退共（退職一時金も有り）
福利厚生　　　　制服・空調服貸与、資格手当

事業体の沿革
　1927年に土木建設業として創業し、1967年に
法人設立。以来、総合建設業として主に公共事業で
地域住民の安全で快適な暮らしのために施工実績を
積み重ねてまいりました。
　2016年よりさらに幅広い地域貢献を目指し、林
業チームを立ち上げました。
　今後は安全に安定して機能を発揮できる森林を維
持する森林環境保全事業を行うことにより、地域の
適正な森林管理を促進します。地域の自然環境保全
のため取り組んでいきます。

仕事の内容
勤務地　　　　　主に相生市、赤穂市、上郡町、 
　　　　　　　　佐用町、姫路市など
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）、
　　　　　　　　危険木伐採

特色のある取組
・区域、林班ごとに森林経営計画を作成し、毎年そ
の計画を基に作業道作設や搬出間伐を実施しなが
ら年間約5,000㎥の素材生産を行います。
・緑の雇用制度を活用することにより林業スタッフ
向けの研修に積極的に取り組み、OJTを生かしな
がら技術の向上を目指しています。
・土木事業に伴った伐採もあり、他事業部との積極
的な連携を図っています。

伐倒作業 IWAFUJI　U-4C
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豊岡コウノトリ森林組合
所在地

事業体概要

（本　所）
豊岡市高屋894番地の1 
（森林リサイクルセンター）
豊岡市出石町奥小野字大月426番地の11 

連絡先 TEL  0796－23－0147
FAX  0796－24－0793
E-mail  hokutan.toubu.sk@gmail.com 

代表者　　　　　代表理事組合長　戸田勝之
設立年月日　　　昭和46年11月１日
資本金（出資金）　298,810千円 
決算期　　　　　３月（事業期間４月～３月）
年間売上高　　　424,820千円 
役員数　　　　　理事12人、監事３人
従業員数　　　　職員９人（男性７人・女性２人）
　　　　　　　　現場作業員24人（男性24人）
保有機械　　　　スイングヤーダ１台、プロセッサ２台、
　　　　　　　　グラップル２台、フォワーダ３台、
　　　　　　　　ハーベスタ１台 、
　　　　　　　　グラップル付大型トラック１台、
　　　　　　　　アームロール式大型トラック1台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給・出来高併用制
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　８時～16時40分
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始（天候に
　　　　　　　　より振替あり）
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共と営林緑化退職一時金
　　　　　　　　制度を併用） 

事業体の沿革
　昭和46年11月、1市5町にあった森林組合が合
併し発足しました。
　　平成13年より木材破砕機を導入し、森林リサ
イクル事業、産業廃棄物（木屑）の中間処理業に取り
組んでいます。
　豊岡市内の森林整備センター、ひょうご農林機構、
豊岡市の機関造林や組合員の所有山林の整備に貢献
しています。
　令和3年、広域合併50周年を迎え、それを機に令
和3年11月1日、北但東部森林組合から豊岡コウノ
トリ森林組合に名称を変更しました。

仕事の内容
勤務地　　　　　豊岡市一円、一部管外

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）
　　　　　　　　産業廃棄物（木屑）の中間処理業

特色のある取組
・提案型集約化施業を実践しており、年間約8,000
　㎥（令和３年度実績）の素材生産を行っています。
・産業廃棄物（木屑）の中間処理業を行っています。

ハーベスタによる造材作業状況 森林リサイクルセンターでのチップ生産
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株式会社 豊岡森林
所在地

事業体概要

豊岡市山本204－8 連絡先 TEL  0796－20－3691
FAX  0796－20－7810
E-mail  kishilish@gmail.com
ホームページ
http://toyooka-shinrin.jimdo.com/

代表者　　　　　代表取締役　岸　保行
設立年月日　　　平成24年８月１日
資本金（出資金）　5,000千円
決算期　　　　　12月（事業期間１月～12月）
年間売上高　　　55,000千円
役員数　　　　　３人
従業員数　　　　５人（男性４人・女性１人）
保有機械　　　　グラップル、フォワーダ、
　　　　　　　　トラック

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制 
諸手当　　　　　有り（通勤、技術、時間外）
昇給・賞与　　　有り（6月・12月）
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、夏季、年末年始、天候不良
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　準備中
福利厚生　　　　民間保健加入、安全装備品等の支給

事業体の沿革
　平成24年に創業し、令和2年に福利厚生の充実を
図るため法人化しました。これまで以上に躍進する
よう頑張っています。
当社の企業理念
　「森林・樹木の防災整備」を念頭に置き、お客様や
地域が安心・安全に暮らせるサービスを提供します！ 

仕事の内容
勤務地　　　　　主に兵庫県
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）、
　　　　　　　　危険木特殊伐採 

特色のある取組
　自社で森林経営計画の認定を受け、計画から現場
作業まで一貫して行うことにより、当社の企業理念
である「森林・樹木の防災整備」を行うことができ
ています。また、安全装備品等の支給により、社員
の安全対策を何より優先しています。そして、危険
木特殊伐採（樹上作業）にも力を入れ、海外の技術や
道具の情報を取り入れています。

樹上へロープアクセス 危険木特殊伐採（樹上作業）
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株式会社さいとう　SAITOH CO.,ＬＴＤ.
所在地

事業体概要

（本　所）　豊岡市寿町7番24号 連絡先 TEL  0796－34－8117
FAX  0796－34－8117
E-mail  saitohco.ltd＠gmail.com

代表者　　　　　代表取締役　齊藤安晃
設立年月日　　　令和2年11月２日
資本金（出資金）　2,000千円
決算期　　　　　７月（事業期間８月～７月） 
年間売上高　　　20,000千円 
役員数　　　　　取締役２人 
従業員数　　　　２人 
　　　　　　　　現場作業員２人（男性２人） 
保有機械　　　　グロー１台、フォワーダ１台 

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制及び月給制を併用
諸手当　　　　　有り（資格手当、特別作業手当）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始、ＧＷ
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　準備中
福利厚生　　　　安全装備品等の支給

事業体の沿革
平成26年2月、個人事業開始
令和2年11月、株式会社さいとうへ組織変更

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県、鳥取県、京都府
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）、
　　　　　　　　危険木特殊伐採

特色のある取組

利用間伐現場搬出状況 危険木特殊伐採工事

・プロ意識、仕事を楽しむ、共存共栄、環境、人間
性この5つのフレーズをチーム（当社）は大切にし
ています。
・地域によって様々な林業史がある中で先人が残し
た山林を健全な状態で未来へ引き継ぐ架け橋とな
れるような企業を目指し、日々業務に取り組んで
います。
・樹木に対してですが、伐ることはとても簡単なこ
とでたった一人でもできますが、守ることは何世
代にも渡る多くの人の地道な努力と根気、そして
愛情が必要だということも心におき、樹木や森林
の利活用、人と樹木の新たな関係の構築を提案し
ています。
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北但西部森林組合
所在地

事業体概要

（本所）　香美町村岡区和田233番地１
（木質バイオマスセンター）
香美町村岡区長板540番地1
（温泉浜坂支所）　新温泉町井土676番地
（香 住 支 所）　香美町香住区香住1646－1

連絡先 TEL  0796－95－0511
FAX  0796－95－0515
E-mail  info@seibusinrin.ecnet.jp
ホームページ 
http ://www.seibusinrin.jp

代表者　　　　　代表理事組合長　谷渕要一
設立年月日　　　昭和46年10月１日
資本金（出資金）　346,310千円 
決算期　　　　　４月（事業期間４月～３月）
年間売上高　　　845,027千円
役員数　　　　　理事16人、監事３人
従業員数　　　　職員14人（男性７人・女性７人）
　　　　　　　　現場作業員44人（男性44人）
保有機械　　　　グラップル４台、プロセッサ４台、
　　　　　　　　ハーベスタ２台、フォワーダ５台、
　　　　　　　　スイングヤーダ６台、
　　　　　　　　ザウルスロボ１台 ほか

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　土・日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金、
　　　　　　　　企業年金
退職金制度　　　林退共と営林緑化退職一時金制度
　　　　　　　　を併用
福利厚生　　　　レクリエーション 等

事業体の沿革

仕事の内容
勤務地　　　　　美方郡内一円　冬期は管外作業
　　　　　　　　スキー場派遣有り
仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）、
　　　　　　　　木質バイオマス発電用の燃料チップ
　　　　　　　　の生産、地籍調査、森林境界明確化

特色のある取組
・認定森林施業プランナーによる提案型集約化施業を
実践しており、年間2万㎥の素材生産を行っています。

・森林技術者向けの研修（大径木伐採、作業道作設
等）に積極的に取り組んでおり、安全技術の向上を
図り安全で、安心して働ける職場を目指しています。
・木質バイオマス発電用の燃料チップの生産を行っ
ています。
・先進林業国研修事業への参加
・JLC（日本伐木チャンピオンシップ）の大会へ積極
的にエントリーしています。

プロセッサによる造材作業、危険木伐採 みんなでＪＬＣ（日本伐木チャンピオンシップ）に参加

　昭和46年10月、旧美方郡4町と旧城崎郡香住町が合
併して北但西部森林組合が発足した。当初は、各町に支
所を配置していたが、事務所及び活動拠点施設竣工によ
り、美方支所廃止、昭和57年4月温泉、浜坂支所を統合
し温泉浜坂支所新築移転、昭和63年チップ工場操業開
始、平成19年木質系中間処理施設整備、平成20年より
高性能林業機械を導入し本格的に提案型集約化施業の
実施、平成24年森林境界明確化事業開始、平成25年集
落林業推進開始、平成27年チップ工場を建替え木質バ
イオマスセンター稼働、地籍調査事業開始、平成28年木
の駅「森のステーション美方」開始　発電用燃料供給開
始、平成29年より、役員の定年制を導入し現在に至る。
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養父市森林組合
所在地

事業体概要

（本所）　養父市広谷255番地 連絡先 TEL  079－664－0005
FAX  079－664－1688
E-mail  yabufc＠yabu-fc.or.jp
ホームページ  http://www.yabu-mori.jp 

代表者　　　　　代表理事組合長　北脇　実
設立年月日　　　平成13年３月１日
資本金（出資金）　297,378千円 
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　727,547千円 
役員数　　　　　理事17人、監事３人
従業員数　　　　65人（男性60人・女性５人）
保有機械　　　　グラップル、ハーベスタ、
　　　　　　　　フォワーダ、バックホウ

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（機械、通勤、休日出勤など）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時20分～17時
休日・休暇　　　第2・第4土曜日、日曜日、盆休、
　　　　　　　　年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　林退共と営林緑化、組合退職金制度
福利厚生　　　　福利厚生貸付金制度
　　　　　　　　作業服等作業に必要な物品支給有り
　　　　　　　　健康診断時ストレスチェック・ハチ
　　　　　　　　抗体検査実施等

事業体の沿革
　平成13年3月、養父郡4町（八鹿町・養父町・大
屋町・関宮町）の森林組合が合併し、やぶぐん森林
組合が誕生しました。
　平成16年9月に市町村合併により、名称変更で養
父市森林組合となりました。
　組織の集約化と事務の効率化のため、3つあった
支所を廃止し本所一本体制とし、現在に至ります。

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県一円

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）
　　　　　　　　買取販売、買取加工、購買など 

特色のある取組
・ホームページ、インターネットを利用した情報発
　信による普及活動
・施業集約化に励み、高性能林業機械による素材生
　産と路網整備を実施
・バイオマス発電用燃料チップ材の供給

森林整備課（森林技術者） ハーベスタ稼働中
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事業体概要
代表者　　　　　代表取締役　安井　梓
設立年月日　　　平成28年５月６日
資本金（出資金）　1,000千円
決算期　　　　　４月（事業期間５月～４月）
年間売上高
役員数　　　　　取締役２人
従業員数　　　　７人（男性７人）
　　　　　　　　現場作業員７人（男性７人）
保有機械　　　　グラップル１台(3t）
　　　　　　　　ハサミ１台（2t）
　　　　　　　　トラック４台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制及び月給制を併用
諸手当　　　　　有り（通勤、機械、特別作業） 
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　林退共と営林緑化退職一時金制度
　　　　　　　　を併用

事業体の沿革
平成28年5月6日　（株）Wood landを設立

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県内　京都府　

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐）
　　　　　　　　急傾斜地　堰堤工事伐採
　　　　　　　　危険木伐採 

特色のある取組
・現場作業員に必要な資格の取得や研修に積極的に
　取り組んでおり、伐採、搬出等様々な現場での経
　験を通じて技術を向上させ企業成長していく。

株式会社 Wood land
所在地 （本所）養父市上野1250番地1 連絡先 TEL 079－660－2478

FAX 079－660－2478
E-mail  
woodland20160701@zeus.eonet.ne.jp
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生野町森林組合
所在地

事業体概要

朝来市生野町口銀谷227－2番地 連絡先 TEL 079－679－2235
FAX 079－679－4516
E-mail  ikuno-sinrin＠sasayuri-net.jp

代表者　　　　　代表理事組合長　桑田祥夫
設立年月日　　　昭和27年３月28日
資本金（出資金）　20,830千円
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　198,074千円 
役員数　　　　　理事10人、監事３人
従業員数　　　　13人（男性12人・女性１人）
保有機械　　　　グラップル２台、プロセッサ、
　　　　　　　　ハ－ベスタ、フォワーダ３台、
　　　　　　　　スイングヤーダ、ザウルス

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、機械、特別手当）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～16時30分
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、営林緑化退職一時金）
福利厚生　　　　住宅斡旋制度、研修旅行

事業体の沿革
　生野町は古くから鉱山町として栄えていたため、
洞くつの土台や支柱等の供給、生活の薪用供給等林
業が盛んで、昭和27年に森林組合が設立された。
　林業最盛期から、経済不況価格低迷期を乗り越え、
単位組合のよさを生かし、組合員サービスが落ちぬ
よう、こまめに現地対応し、健全経営に努力しつつ、
現在に至る。

仕事の内容
勤務地　　　　　朝来市 生野町一円

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出間伐、
　　　　　　　　皆伐）木質バイオマス発電用の原
　　　　　　　　木供給

特色のある取組
・認定森林施業プランナーによる提案型集約化施業
の実施
・平均年齢46歳で、機動力あふれる躍動感あるチ
ーム
・針葉樹と広葉樹混交林整備の取り組み等にて路網
整備の充実を図る

ハーベスタによる造材作業 フォワーダによる林内搬出作業
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和田山町森林組合
所在地

事業体概要

朝来市和田山町和田山112－6 連絡先 TEL  079－672－2123
FAX  079－672－0400
E-mail  wsk01-k@wac2.net

代表者　　　　　代表理事組合長　藤本　也
設立年月日　　　昭和33年10月25日
資本金（出資金）　14,858千円
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　141,418千円
役員数　　　　　理事10人、監事３人
従業員数　　　　13人（男性12人・女性１人）
保有機械　　　　グラップル、フォワーダ

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、資格）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、営林緑化）
福利厚生　　　　従業員旅行等

事業体の沿革
　平成25年9月より朝来市山東町を事業区域とす
る。

仕事の内容
勤務地　　　　　朝来市、和田山町・山東町一円 

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）

特色のある取組
　朝来市和田山町、山東町を事業区域とし、その区
域内から外に出ての（管外出張）業務は余程の事が無
い限りありません。
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峪口林業
所在地

事業体概要

朝来市和田山町高田427－3 連絡先 TEL  079－670－0566
FAX  　同    上
TEL  079－673－2408（自宅）
E-mail  
sakoguchiringyo@crest.ocn.ne.jp

代表者　　　　　代表　峪口一秀 
設立年月日　　　昭和33年4月１日 
決算期　　　　　12月（事業期間１月～12月） 
年間売上高　　　98,000千円 
役員数   
従業員数　　　　7人（男性7人） 
保有機械　　　　グラップル３台、プロセッサ１台
　　　　　　　　スイングヤーダ１台、
　　　　　　　　フォワーダ１台、
　　　　　　　　索道用ウインチ７台 

過去の採用情報（参考）
給給与　　　　　日給月給制 
諸手当　　　　　有り（通勤、資格、住宅、精勤、早朝）
昇給・賞与　　　昇給････不定期　　賞与････無し
勤務時間　　　　8時から17時 
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始 
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金 
退職金制度　　　有り（建設業退職金共済） 
福利厚生   

事業体の沿革
　昭和33年4月先代 峪口忠義が素材生産及び索道
工事を専門として峪口林業を創業

　平成13年1月長男 峪口一秀が峪口林業を引継ぎ
代表となり ひょうご農林機構及び公共土木工事に伴
う伐採工事を中心として事業を拡大し現在に至る

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県および福知山市一円

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）
　　　　　　　　索道架設・撤去
　　　　　　　　公共土木工事等の伐採、搬出業務

特色のある取組
・近年、林業機械の導入に取り組み作業の効率化に
　取り組んでいます。   
・索道用ウインチを多数保有し、数少ない索道工事
　が可能です。   
・従業員数は少ないが家族的な職場です。 

CAT312E イワフジグラップル付き トライやるウィーク「中学生と共に」
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朝来森林組合
所在地

事業体概要

朝来市多々良木213番地の11 連絡先 TEL  079－678－0111
FAX  079－678－0798
E-mail  asforest@sasayuri-net.jp

代表者　　　　　代表理事組合長　秋山　武
設立年月日　　　昭和36年３月31日
資本金（出資金）　31,105千円
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　136,889千円 
役員数　　　　　理事７人、監事２人
従業員数　　　　14人（男性13人・女性１人）
保有機械　　　　グラップル４台、プロセッサ１台、
　　　　　　　　フォワーダ２台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給制、出来高制
諸手当　　　　　有り（通勤、機械）
昇給・賞与　　　無し
勤務時間　　　　8時～16時30分
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始、有給
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、退職一時金）
福利厚生　　　　研修旅行

事業体の沿革
　平成36年朝来町森林組合設立事務所を朝来町新
井に置く。
　昭和61年に事務所を現在の多々良木に移転する。
　平成17年の4町合併により名称を朝来森林組合と
する。

仕事の内容
勤務地　　　　　朝来市（旧朝来町内）、県内

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）
　　　　　　　　作業道開設、危険木伐採

特色のある取組
・集約化施業を実施し、間伐材を搬出して間伐負担
　金ゼロに、山によっては還元しています。
・理事による安全研修、安全パトロールを毎月実施
　し、労働災害の防止に取組んでいます。 
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日本土地山林（株）山林事業部
所在地

事業体概要

（本社）　東京都品川区東五反田3－20－14
　　　　住友不動産高輪パークタワー
（山林事業部）
　　　　朝来市新井777

連絡先 TEL  079－677－0536
FAX  079－677－1498
E-mail  
nmasuoka@nihontochisanrin.co.jp
ホームページ  
http://www.nihontochisanrin.co.jp/index.html

代表者　　　　　代表取締役社長　原　直道
設立年月日　　　昭和６年２月25日
資本金（出資金）　1億5千万円
決算期　　　　　12月（事業期間１月～12月）
年間売上高　　　1,035百万円
役員数　　　　　取締役６人、監査役２人
従業員数　　　　53人（男性23人・女性30人、内
　　　　　　　　山林事業部７人）
保有機械　　　　ウインチ付グラップル３台（3、5、8t）、
　　　　　　　　ハーベスタ（14t）、プロセッサ（7t）、
　　　　　　　　フォワーダ２台、タワーヤーダ、
　　　　　　　　グラップル（12t）１台 他

タワーヤーダによる搬出作業 ウッドライナー視察状況

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給、月給制（正社員）
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り（正社員）
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　第2・4土曜、日曜祝祭日、
　　　　　　　　盆休、・年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（正社員のみ中退共）
福利厚生　　　　作業着・防護服他安全装備支給

事業体の沿革

仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県朝来市新井777 

仕事内容　　　　素材生産（搬出）、作業道開設
　　　　　　　　その他林業経営全般 

特色のある取組
・2008年中断していた素材生産を再開
・2009年FSC森林認証を取得
・2013年欧州製タワーヤダ購入
・自社土場で選別し、製材・合板工場等に直送・直売

　日本土地山林の前身は、およそ100年前、明治時
代まで遡ります。資源の乏しいわが国において、森
林は再生産可能な貴重な資源です。創業者には、単
に自らの営利を求めるためではなく、山林を育てる
ことで持続可能な産業を興し、 地域を活性化させる
ことで社会に貢献したいとの思いがありました。そ
の後、山林の計画的な保護・育成を進め、森林資源
の有効活用に努めてきた結果、林業を起点に、木材
の加工・流通・販売・建築・土木と発展してきた当
社の事業は、さらに観光・文化事業へと広がってい
きます。
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株式会社 森のわ
所在地

事業体概要

（本社）　丹波市柏原町田路115-1 連絡先 TEL  0795－86－7814
FAX  0795－86－8528
E-mail  morinowa721@gmail.com
ホームページ
https://www.morinowa.net

代表者　　　　　代表取締役社長　足立龍男
設立年月日　　　平成28年７月21日
資本金（出資金）　1,000千円
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　75,000千円
役員数　　　　　取締役２人
従業員数　　　　７人（男性５人・女性２人）
保有機械　　　　グラップル4台、フォワーダ2台、
　　　　　　　　ハーベスタ１台、大型トラック１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、現場作業、家族）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8：20～17：10
休日・休暇　　　日曜、祭日、第2・4土曜日、盆休、
　　　　　　　　年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（中退共）
福利厚生　　　　研修旅行、ファミリーパック
　　　　　　　　制服、防護服、チェーンソー支給
　　　　　　　　勤務報奨

事業体の沿革
　当社は、平成28年7月に丹波市青垣町で製材業を
営む（株）木栄の森林の伐採・整備部門から独立する
形で設立された。
　ニーズが増えていく森林経営計画の案件に対応
し、収益強化を図るために林業部門（森林の伐採・
整備）を独立させて、より力を集約できる体制を整
えることにした。
　当社が伐採・整備を行い、（株）木栄が製材、そし
て木栄のグループ企業である（株）栄建が建築を請け
負う。

仕事の内容
勤務地　　　　　丹波市 

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）
　　　　　　　　森林調査、施業のプランニング 

特色のある取組
・認定森林施業プランナーによる提案型集約化施業
　を実践しています。
・関連会社の製材所や建築業との連携により、木材
　の付加価値を高め、森林所有者により多くの利益
　を還元しています。

グラップルによる造材作業 ハーベスタによる造材作業
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丹波市森林組合
所在地

事業体概要

（本　　所）　丹波市青垣町佐治744番地1
（青垣支所）　丹波市青垣町佐治744番地1
（市島支所）　丹波市市島町上垣992番地1
（山南支所）　丹波市山南町南中45番地

連絡先 TEL  0795－87－1300
FAX  0795－87－4245
E-mail  
tamba-shi-shinrinkumiai@tambanokicori.com
ホームページ
http://tambanokicori.com/

代表者　　　　　代表理事組合長　中尾正文
設立年月日　　　平成16年12月１日
資本金（出資金）　125,499千円 
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　457,846千円 
役員数　　　　　理事12人、監事３人
従業員数　　　　46人（男性42人・女性４人）
保有機械　　　　ハーベスタ３台、フォワーダ３台、
　　　　　　　　グラップル８台、バックホー５台、
　　　　　　　　フェラーバンチャー１台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制、日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、機械損料、その他） 
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、祝日、第2・第4土曜日
　　　　　　　　夏季休暇、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、退職一時金）
福利厚生　　　　慰安旅行

事業体の沿革
　平成16年12月1日、丹波市内の柏原町・青垣町・春
日町・山南町・市島町の5組合が合併して発足する。
　平成22年に製材事業を廃止する。
　平成24年に建築事業を廃止する。
　平成24年から山林部の地籍調査事業に着手する。

仕事の内容

特色のある取組
　丹波市森林組合では高性能林業機械を導入し、作
業の安全化を図り、適正な森林整備に努めています。
　林業で必要な技術を学んでもらうために「緑の雇
用」事業の「緑の研修生」として講習や研修を受講
していただきますので、未経験者でも安心して仕事
に就けます。
　　
森林づくりの基本理念
１.豊かな森づくり　～地域とともに考える森づくり
１.道づくり　　　　～森林の保全・活用・木材搬出
１.人づくり　　　　～森づくりのための人材育成

静岡県 三島スカイウォークにて 100年後の丹波の森林づくりが仕事です

勤務地　　　　　丹波市を中心に北摂地域もあります。
　　　　　　　　基本として事業所所在地に集合し
　　　　　　　　た後、就業場所へ出発する。 
仕事内容　　　　山林業務全般
　　　　　　　　地拵え、植付、下刈、除伐、間伐、
　　　　　　　　搬出間伐、作業道の開設等

（スギ・150年生）
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丹波ひかみ森林組合
所在地

事業体概要

丹波市氷上町上新庄1203番地1 連絡先 TEL  0795－82－0203
FAX  0795－82－0886
E-mail  tanbahikamishinrin@nifty.com 

代表者　　　　　代表理事組合長　本庄　修
設立年月日　　　昭和16年6月17日
資本金（出資金）　39,368千円
決算期　　　　　３月（事業期間４月～３月）
年間売上高　　　252,959千円 
役員数　　　　　理事８人、監事２人
従業員数　　　　19人（男性17人・女性２人）
保有機械　　　　グラップル５台、ハーベスタ１台、
　　　　　　　　フォワーダ２台、バックホゥ２台

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制、日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤費）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　7時30分～17時
休日・休暇　　　週休二日制（土・日）、年末年始、
　　　　　　　　（組合カレンダーによる）
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共、退職一時金）
福利厚生　　　　親睦会、社員旅行、忘年会等

事業体の沿革
昭和 4年　葛野村土工組合として林道建設のため発足
昭和10年　産業組合利用部製材工場発足
昭和16年　葛野村成松町森林組合設立
昭和46年　葛野森林組合が3森林組合を吸収合併
昭和47年　葛野森林組合から氷上町森林組合に名称
　　　　　　変更 
平成 8年　直営施工にて作業道開設工事開始
平成17年　氷上町森林組合から丹波ひかみ森林組合
　　　　　　に名称変更
平成20年　山林地籍調査業務に取り組む

仕事の内容
勤務地　　　　　丹波市氷上町一円

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）、
　　　　　　　　森林土木、販売事業、危険木伐採、
　　　　　　　　地籍調査事業、販売等

特色のある取組
・認定森林施業プランナーによる提案型集約化施業
　を実施し年間約1万㎥の素材生産を行っています。
・職員、現業作業員向けの研修（伐木安全、作業道
　作設等）に積極的に取り組み、技術の向上を図っ
　ています。

作業中のグラップル 作業中のハーベスタ
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複層林誘導伐採　小規模皆伐（架線系） 自社バイオマスヤード

株式会社 山本木材
所在地

事業体概要

丹波市氷上町油利104－2 連絡先 TEL  079－582－0184
FAX  079－582－4451
E-mail  taayama@zeus.eonet.ne.jp

代表者　　　　　代表取締役社長　山本定夫
設立年月日　　　平成29年４月17日
資本金（出資金）　3,000千円
決算期　　　　　３月（事業期間４月～３月）
役員数　　　　　３人
従業員数　　　　２人（男性２人）
保有機械　　　　グラップル３台、
　　　　　　　　グラップルソー２台、
　　　　　　　　ハーベスタ１台、フォワーダ１台、
　　　　　　　　バックフォー２台、
　　　　　　　　木材破砕機１台 他

給与　　　　　　月給制、日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤、機械、特別作業）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　有り（林退共）
福利厚生

事業体の沿革
　会社法人としては平成29年に設立と歴史は浅い
が、先代からも含めて、林業（主に素材生産）を40
年以上営んでおり、平成29年11月より自社の生産
した低質材及び枝葉を燃料チップに加工、販売する
バイオマス事業を開始しています。

過去の採用情報（参考） 仕事の内容
勤務地　　　　　兵庫県、京都府　一円 

仕事内容　　　　森林整備、素材生産
　　　　　　　　危険木伐採、バイオマスチップ生産

特色のある取組
・搬出間伐と主伐による素材生産を行っています。
・バイオマス発電の為の木質チップを生産しています。
・種苗生産を視野に入れた取り組みを行っています。
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価値を高める造材技術の追求 森林見学会の様子

有限会社ウッズ Ws Ltd.,Co.
所在地

事業体概要

丹波市氷上町賀茂72－1 連絡先 TEL  0795－88－9635
FAX  0795－88－9636
E-mail  info@wudz.ws 
ホームページ  http://www.wudz.ws/

代表者　　　　　代表取締役　能口秀一
設立年月日　　　2004年１月26日
資本金（出資金）　3,000千円 
決算期　　　　　７月（事業期間８月～７月）
年間売上高　　　100,000千円
役員数　　　　　２人
従業員数　　　　職員７人（男性７人）
保有機械　　　　グラップル付き車両系運搬車

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　月給制
諸手当　　　　　有り（通勤）
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時半～18時（業務内容により変動）
休日・休暇　　　日曜、祝日、隔週土曜、盆休、
　　　　　　　　年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　無し
福利厚生

事業体の沿革
　2004年地域木材販売と建築設計を主業務とする
会社として設立。その後、木材コーディネーターが
森林所有者と建主をつなぐ家づくり事業による地域
材販売を展開し、製材・森林管理部門を社内化、現
在では地元の森林経営計画策定から伐採搬出、製材、
木材販売に関する業務を少人数で担う業務体制によ
り、森林資源の高付加価値化と山への還元を目指し
た事業を展開。
　2021年には製材、木材乾燥及び木材加工体制を
強化し、地域木材生産の一貫体制による地域材供給
量を拡大。

仕事の内容
勤務地　　　　　丹波市 
仕事内容　　　　森林調査、及び森林所有者に対する
　　　　　　　　森林資源活用の提案、森林整備作業

特色のある取組
・森林品質調査、数値化を行い立木段階で資産価値
を最大限に高める施業計画を立案し、森林所有
者・地域に寄り添った森林づくりを行っています。
・森林在庫という観点で、需要側の細かな要望を把
握し、ニーズに見合った木材搬出を行っています。
・家づくりと森づくりをつなぐ見学会やセミナーを
定期開催しています。　
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丹波篠山市森林組合
所在地

事業体概要

丹波篠山市北新町41番地
　　丹波篠山市役所内

連絡先 TEL  079－552－582０
FAX  079－552－5820

代表者　　　　　代表理事組合長　加藤哲夫

設立年月日　　　平成11年７月１日

出資金　　　　　14,108千円

決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）

役員数　　　　　理事11人、監事３人

職員数　　　　　３人

作業班体制　　　雇用　２班（７名）

　　　　　　　　県内組合と業務提携

事業体の沿革
　平成11年7月1日に旧多紀郡４町の森林組合が合

併し、篠山市森林組合設立、その後令和元年5月1

日市名変更に伴い令和元年10月1日から丹波篠山市

森林組合に組合名称の変更、現在に至る。

人家裏山の危険木伐倒後の状況 搬出間伐後の林内の状況

特　　　色
　間伐対象林分が多く、切捨て間伐を毎年200～

300ha実施しており、今後も毎年300haづつ12

年間実施する計画であり、搬出間伐は県内組合と業

務提携をし、4,000㎥～6,000㎥実施しています。

　なお、人家周辺等の危険木伐採にも鋭意取り組ん

でいます。
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大前木材
所在地

事業体概要

（本社）　丹波篠山市西古佐497－3 連絡先 TEL  079－594－1029
FAX  079－506－3624
E-mail  sasayama.mokuzai@gmail.com

代表者　　　　　代表　大前勝彦 
設立年月日　　　昭和55年４月１日
決算期　　　　　12月（事業期間１月～12月）
従業員数　　　　４人（男性３人・女性１人）
保有機械　　　　大型トラック、グラップル、
　　　　　　　　フォワーダ

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
昇給・賞与　　　有り
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　労災
退職金制度　　　有り（中小企業退職金）
福利厚生

事業体の沿革
　昭和55年4月大前木材を設立した。
　当初は木材の搬出を主に行っていたが、平成15
年頃から森林管理事業も始め今に至る。

仕事の内容
勤勤務地　　　　篠山市 

仕事内容　　　　森林整備、素材生産（搬出）
　　　　　　　　獣害柵の設置、主に杉ヒノキの植林

特色のある取組
・支障木の伐採
・神社やお寺大径木の伐採や吊り切り
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特定非営利活動法人  バイオマス丹波篠山
所在地 丹波篠山市垣屋159番地の2 連絡先 TEL  079－593－1150

FAX  079－593－1377
E-mail  info.bmtsasayama@gmail.com
ホームページ 
https://www.bio-sasayama.com

ウインチによる搬出状況 危険木の伐採指導状況

事業体概要
代表者　　　　　理事長　高橋隆治
設立年月日　　　2009年７月21日
資本金（出資金）　なし
決算期　　　　　６月（事業期間７月～６月）
年間売上高　　　27,189千円
役員数　　　　　理事３人、監査１人
従業員数　　　　職員３人（男性２人・女性１人）
　　　　　　　　現場作業員２人
　　　　　　　　（男性１人・女性１人）
保有機械　　　　①木材チッパー機②ペレタイザー

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給制
諸手当
昇給・賞与
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災
退職金制度　　　林退共
福利厚生　　　　林業資格取得補助

事業体の沿革
目的　　森林整備活動を通じて環境に配慮したまち
　　　　づくりに貢献するとともに、森林資源利用
　　　　促進を通して環境問題の改善を図ることを
　　　　目的とする。
活動　　森林整備と森林資源利用製品の製造・販売。

仕事の内容
勤務地　　　　　丹波篠山市一円
仕事内容　　　　①森林整備
　　　　　　　　②森林資源の利用促進
　　　　　　　　③木質ペレット及び薪燃料の製造・販売
　　　　　　　　④木工用素材（クデジュー）の製造・販売
　　　　　　　　⑤森林環境教育 

特色のある取組
・木質ペレット燃料の生産と販売（ペレット利用に
　よる持続可能な社会構築への貢献）
・自伐林家の養成
・丹波篠山木の駅実行委員会を組織し市民協働によ
　る森林整備に参加できる林業を指導
・八百材舎（木材の八百屋さん）の運営支援
・森の学び舎（森林環境学習の実施団体）の運営支援
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谷口林業株式会社
所在地

事業体概要

洲本市鮎屋626 連絡先 TEL  0799－25－2566
FAX  0799－25－2567
E-mail
taniguchringyo@globe.ocn.ne.jp

代表者　　　　　代表取締役　谷口政治
設立年月日　　　平成29年４月５日
資本金（出資金）　5,000千円
決算期　　　　　９月（事業期間10月～９月）
年間売上高　　　95,000千円
役員数　　　　　５人
従業員数　　　　現場作業員13人、事務員１人

過去の採用情報（参考）
給与　　　　　　日給月給制
諸手当　　　　　有り（通勤手当・特別作業手当）
昇給・賞与　　　有り（業績による）
勤務時間　　　　8時～17時
休日・休暇　　　日曜日、盆休、年末年始
社会保険　　　　雇用、労災、健康、厚生年金
退職金制度　　　林業退職金共済
福利厚生　　　　健康診断

事業体の沿革
　昭和45年4月に谷口木材を始め、松材を専門に伐
り出しをしていたが、 松くい虫の被害で生産は低迷
し、平成７年に入った頃から公共事業による育林・
森林整備等へ転換し、 経営の安定化を図るため平成
29年4月に法人化し現在に至る。

仕事の内容
勤務地　　　　　淡路市、洲本市、南あわじ市
　　　　　　　　明石市、神戸市 
仕事内容　　　　保育間伐・下刈り・森林整備
　　　　　　　　配電線・送電線の保安伐採
　　　　　　　　造園工事

特色のある取組
・自然環境の保全をめざし森林整備をしています。
・事業量の拡大と安定的確保に取り組んでいます。
・安全かつ効率的に施業するため作業員の技術向上
　を目指し積極的に取り組んでいます。

洲本市有林にて保育間伐の作業状況 配電線の保安伐採状況



認定事業体位置図

① （株）西村① （株）西村

② （株）森口② （株）森口

③ 戸出木材③ 戸出木材

④ （株）萩原林業④ （株）萩原林業

⑤ （有）森安木材店
⑥ 北はりま森林組合
⑤ （有）森安木材店
⑥ 北はりま森林組合

⑦ （株）山田林業
⑧ 愛林興業(株)
⑨ （株）知福木材
⑩ 中はりま森林組合

⑦ （株）山田林業
⑧ 愛林興業(株)
⑨ （株）知福木材
⑩ 中はりま森林組合

⑪ 内海林業（株）
⑫ （有）カミカワ興産
⑬ （有）杉下木材
⑭ （株）山崎緑化土木
⑮ 清瀬林業
⑯ 白谷林業
⑰ （株）福原林業
⑱ しそう森林組合
⑲ 小林林産
⑳ （株）八木木材（素材部）
㉑ （株）宮辻造林
㉒ （株）グリーン興産
㉓ 古畑林業
㉔ フォレストリー（株）
㉕ （株）長田製材所
㉖ （株）田中林業
㉗ （株）松本工務店
㉘ （有）清水木材
㉙ （有）勝部重機
㉚ 翔真林業（株）
㉛ （株）樹林業
32 はやし林業
33 たつの森林組合
34 はりま西森林組合
35 佐用郡森林組合
36 （株）上野組

⑪ 内海林業（株）
⑫ （有）カミカワ興産
⑬ （有）杉下木材
⑭ （株）山崎緑化土木
⑮ 清瀬林業
⑯ 白谷林業
⑰ （株）福原林業
⑱ しそう森林組合
⑲ 小林林産
⑳ （株）八木木材（素材部）
㉑ （株）宮辻造林
㉒ （株）グリーン興産
㉓ 古畑林業
㉔ フォレストリー（株）
㉕ （株）長田製材所
㉖ （株）田中林業
㉗ （株）松本工務店
㉘ （有）清水木材
㉙ （有）勝部重機
㉚ 翔真林業（株）
㉛ （株）樹林業
32 はやし林業
33 たつの森林組合
34 はりま西森林組合
35 佐用郡森林組合
36 （株）上野組

37 豊岡コウノトリ森林組合
38 （株）豊岡森林
39 （株）さいとう SAITOH CO.,LTD.
40 北但西部森林組合

37 豊岡コウノトリ森林組合
38 （株）豊岡森林
39 （株）さいとう SAITOH CO.,LTD.
40 北但西部森林組合

41 養父市森林組合
42 （株）Wood land
43 生野町森林組合
44 和田山町森林組合
45 峪口林業
46 朝来森林組合
47 日本土地山林（株）山林事業部

41 養父市森林組合
42 （株）Wood land
43 生野町森林組合
44 和田山町森林組合
45 峪口林業
46 朝来森林組合
47 日本土地山林（株）山林事業部

48 （株）森のわ
49 丹波市森林組合
50 丹波ひかみ森林組合
51 （株）山本木材
52 （有）ウッズ Ws Ltd.,Co.
53 丹波篠山市森林組合
54 大前木材
55 特定非営利活動法人  バイオマス丹波篠山

48 （株）森のわ
49 丹波市森林組合
50 丹波ひかみ森林組合
51 （株）山本木材
52 （有）ウッズ Ws Ltd.,Co.
53 丹波篠山市森林組合
54 大前木材
55 特定非営利活動法人  バイオマス丹波篠山

56 谷口林業（株）56 谷口林業（株）



〒650-0012
神戸市中央区北長狭通5丁目5番18号（兵庫県林業会館内）

TEL : 078-361-8010　FAX : 078-381-9116
  E-mail : zaidan@hyo-eirin.or.jp　URL : http://www.hyo-eirin.or.jp

令和 4年7月


