都道府県相談窓口一覧
都道府県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

団体名
（一社）北海道造林協会
北海道森林整備担い手支援センター

（公社）あおもり農林業支援センター青
森県林業労働力確保支援センター

富山県

電話番号

所

〒060-0004
札幌市中央区北4条西4丁目1番地3

林業労働力確保支援センター

〒030-0801
青森県共同ビル6 017-732-5288

青森市新町2-4-1
階

019-653-0306

盛岡市中央通3-15-17

（公財）みやぎ林業活性化基金宮城県林 〒980-0011
業労働力確保支援センター

（公財）秋田県林業労働対策基金秋田県
林業労働力確保支援センター

022-217-4307

仙台市青葉区上杉2-4-46
〒010-0931
秋田市川元山下町8-28

秋田県森林 018-864-0161

組合連合会館3階

（公財）山形県みどり推進機構山形県林 〒990-2363
業労働力確保支援センター

山形市大字長谷堂字馬場2265

（公社）福島県森林・林業・緑化協会福 〒960-8043
島県林業労働力確保支援センター

福島市中町5-18

福島県林業会館内

（公社）茨城県林業協会茨城県林業労働 〒310-0011
力確保支援センター

（公社）とちぎ環境・みどり推進機構栃
木県林業労働力確保支援センター

（一財）群馬県森林・緑整備基金群馬県
林業労働力確保支援センター

水戸市三の丸1-3-2

（公社）富山県農林水産公社富山県林業
労働力確保支援センター

河内庁

028-624-3710

舎別館3階

http://www.shiencenter.
or.jp/

http://www.aoimorinorin.jp/

http://www.fwfiwate.jp/

http://www.miyamori.or.
jp/HP/frm-a.html

http://www.maroon.dti.n
e.jp/akirinro/index.html

http://www.ymidori.or.jp
/roukaku/

http://www.fukurinnet.jp/?cat=3

http://www.ibarakiringyo.jp/

kms.sakura.ne.jp/center
/index.php

〒370-3503群馬県北群馬郡榛東村大
字新井2935番地群馬県林業試験場

027-386-5901

http://g-kikin.or.jp/

別館内

0494-25-0291

秩父市日野田町1-1-44

袖ヶ浦市長浦拓2号580-148

0438-60-1521

042-528-0643

立川市富士見町3-8-1

〒259-1332

0463-88-6767

秦野市菖蒲317番地

（公社）新潟県農林公社新潟県林業労働 〒950-0965
力確保支援センター

HP

https://t-

宇都宮市竹林町1030番地2

（公財）東京都農林水産振興財団東京都 〒190-0013
林業労働力確保支援センター

024-521-3270

〒321-0974

（公社）千葉県緑化推進委員会千葉県林 〒299-0265
業労働力確保支援センター

023-688-6633

029-225-5949

（公社）埼玉県農林公社埼玉県林業労働 〒368-0034
力確保支援センター

011-200-1381

伊藤ビル6階

（公財）岩手県林業労働対策基金岩手県 〒020-0021

神奈川県 神奈川県森林組合連合会

新潟県

住

新潟市中央区新光町15-2

025-285-7712

〒930-0096
富山市舟橋北町4-19
産会館6階

富山県森林水 076-441-6747

http://www.chichibu.ne.j
p/~ssinrinp/

http://www.cgreen.or.jp/

http://www.tokyoaff.or.jp/

なし

http://www.niigatarinrou.com/

https://taff.or.jp/ringyou
-navi/

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

（公財）石川県林業労働対策基金石川県 〒920-0209
林業労働力確保支援センター

076-237-0121

金沢市東蚊爪町1-23-1

（公財）福井県林業従事者確保育成基金 〒918-8567
福井県森林整備支援センター

（一社）山梨県森林協会山梨県林業労働
センター

0776-38-0345

福井市江端町20-1
〒400-0016
甲府市武田1-2-5

（山梨県治山林

道協会内）

（一財）長野県林業労働財団長野県林業 〒380-0936
労働力確保支援センター

長野市岡田町30-16

（公社）岐阜県森林公社

〒501-3756

岐阜県林業労働力確保支援センター

美濃市生櫛1612-2

森のジョブステーションぎふ

庁舎1階

026-225-6080

岐阜県中濃総合 0575-33-4011

（公社）静岡県山林協会静岡県林業労働 〒420-8601
力確保支援センター

静岡市葵区追手町9-6

県庁西館9階

（公財）愛知県林業振興基金愛知県林業 〒460-0002
労働力確保支援センター

名古屋市中区丸の内3-5-16

（公財）三重県農林水産支援センター三 〒515-2316
重県林業労働力確保支援センター

松阪市嬉野川北町530

（公財）京都府林業労働支援センター京 〒604-8424
都府林業労働力確保支援センター

（一社）大阪府木材連合会大阪府林業労
働力確保支援センター

（公財）兵庫県営林緑化労働基金兵庫県
林業労働力確保支援センター

（公財）奈良県緑化推進協会奈良県林業
労働力確保支援センター

（一社）わかやま森林と緑の公社わかや
ま林業労働力確保支援センター

（公財）鳥取県林業担い手育成財団鳥取
県林業労働力確保支援センター

（公社）島根県林業公社島根県林業労働
力確保支援センター

京都市中京区西ノ京樋ノ口町123

06-6685-3101

兵庫 078-361-8010

県林業会館4階
〒634-0033
0744-26-0202

野土地改良区事務所建物4階

https://nrinrou.net/

http://gifushinrin.or.jp/labor

http://www.aff-shienmie.or.jp/

http://www.ex.biwa.ne.j
p/~sizoukou/

http://www2.odn.ne.jp/k
yoto-rinrose/

http://www.mokuzai.or.j
p/

http://www.hyoeirin.or.jp/

https://narawoodjob.wix
site.com/nara-roukaku

〒649-2103
和歌山県西牟婁郡上富田町生馬

0739-83-2022

https://wa-rc.jp/

1504-1
〒680-0947
鳥取市湖山町西2-413

鳥取県森林

0857-28-0123

島根県土地改

0852-32-0253

組合連合会内
〒690-0876
松江市黒田町432-1
良会館3階

（公財）岡山県林業振興基金岡山県林業 〒700-0866
労働力確保支援センター

075-821-9277

〒650-0012

奈良県橿原市城殿町459番地大和平

shinrin.jp/dantai/

http://airinki.or.jp/

材会館2F

神戸市中央区北長狭通5-5-18

http://y-

052-953-3608

〒559-0025
大阪市住之江区平林南1-1-8大阪木

http://www.ffsc.jp/

https://moritohito.jp/

077-522-0307

大津市松本1-2-1

ringyokikin.jp/

054-255-4485

0598-48-1227

（一社）滋賀県造林公社滋賀県林業労働 〒520-0807
力確保支援センター

055-242-6667

http://ishikawa-

岡山市北区岡南町2-5-10

086-225-9382

http://www.torimori.com
/green.html

http://www.forestryshimane.or.jp/

http://www.okmoriren.or
.jp/kikin/

広島県

山口県

（一財）広島県森林整備・農業振興財団 〒731-1533
広島県林業労働力確保支援センター

（一財）やまぐち森林担い手財団山口県
森林整備支援センター

広島県山県郡北広島町有田23-3

0826-72-7833

〒753-0048
山口市駅通り2-4-17（山口県林業会 083-932-5286
館内）

（公財）徳島県林業労働力確保支援セン 〒770-8008
徳島県

ター徳島市西新浜町二丁目3番102号（徳 徳島市西新浜町二丁目3番102号（徳 088-676-2200
島県森林組合連合会内）

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

島県森林組合連合会内）

（一財）香川県森林林業協会香川県林業 〒760-0008
労働力確保支援センター

087-861-4353

高松市中野町23-2

（公財）えひめ農林漁業振興機構愛媛県 〒790-0003
林業労働力確保支援センター

松山市三番町4-4-1

林業会館4階

（公財）高知県山村林業振興基金高知県 〒782-0078
林業労働力確保支援センター

（公財）福岡県水源の森基金福岡県林業
労働力確保支援センター

（公財）佐賀県森林整備担い手育成基金
佐賀県林業労働力確保支援センター

0887-57-0366

香美市土佐山田町大平80
〒810-0001
福岡市中央区天神3-14-31

天神リ

（公財）熊本県林業従事者育成基金熊本
県林業労働力確保支援センター

（公財）森林ネットおおいた大分県林業
労働力確保支援センター

〒840-8570
佐賀市城内1-1-59

佐賀県庁林業課 0952-25-7133

内

諫早市貝津町1122-6

p/yamahito/

http://www.tfcenter.org/

http://www.kaforestry.or.jp/

https://www.ehimeforest-roukaku.jp/

http://www.shiencenter39.com/

http://www.fsuigen.or.jp/

http://www.sgringyou.jp/main/

moriren.org/nagarinmori
/

熊本市中央区水前寺6丁目5番19号熊 096-340-1151
本県住宅供給公社ビル2階

http://www.ikuseikikin.n
et/

〒870-0844
大分市大字古国府字内山1337-15

097-546-3009

http://oita-mori.net/

林業会館新館2階

宮崎市別府町3-1

宮崎日赤会館3階

姶良市蒲生町上久徳182-1

（一社）沖縄県森林協会沖縄県林業労働 〒901-1105
力確保支援センター

0957-25-0184

〒862-0950

（公財）鹿児島県林業担い手育成基金鹿 〒899-5302
児島県林業労働力確保支援センター

http://www.ykenshin.or.j

http://nagasaki-

（公社）宮崎県林業労働機械化センター 〒880-0802
宮崎県林業労働力確保支援センター

092-712-1443

ンデンビル3階

（一社）長崎県林業協会長崎県林業労働 〒854-0063
力確保支援センター

089-934-6153

http://hsnz.jp/ringyo/

沖縄県島尻郡南風原町字新川135

0985-29-6008

http://www.ringyokikai.j
p/

0995-54-3131

https://k-kikori.jp/

098-987-1804

なし

