
十勝北部５町（士幌町・上士幌町・本別町・足寄町・陸別町）は

豊富な森林資源を背景に、昔から林業が盛んな地域です。

林業会社も多く、町内はもとより十勝管内の林業を支えています。

森林を次の世代へ...地域で奮闘する林業会社をご紹介します！

十勝北部５町森林整備計画実行管理推進チーム

林業。それは森林をつくり、活かす仕事



「林業」には、多くの人たちが関わっています

林業は、森林を維持管理し、育てた樹木を伐採し、木材を生産する仕事です。
森林の育成には長い年月がかかります。自然の力を活かし、地域の資源を守り育てる。

林業は100年先を見据えた 未来をつくる 仕事です。

エネルギー利用

生産された木材は地域で広く利用されています

公共施設での利用一般住宅での利用

林業は「植えて育てて、伐って
使って、また植える」という作

業を繰り返し行うことで、継続
した仕事を確保することができ
ます。

下刈

つる切り･除伐
枝打ち間伐

主伐

植付

道の駅ピア21しほろ（士幌町）

生涯学習センターわっか（上士幌町）

移住促進モデル住宅（陸別町）

木組みの家（足寄町）

ペレットストーブ

薪ボイラー



十勝大雪森林組合- 民有林を主体に、造林事業から素材生産、製材工
場まで一連の事業を展開しています。

- 森林所有者の大切な山林を整備し、少しでも良い
森林を育てて、最終的に伐採したときに森林所有
者に喜ばれる収入が得られるように事業を進めて
います。

- 一緒に自然の空気を吸いながら山林を育ててみま
せんか。
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設 立 平成19年10月

所在地 河東郡音更町東通15丁目5番地
0155-42-2301

代表者 代表理事組合長 山本 良二

事業内容 造林・素材生産・その他（製材工場）

従業員数 40名 （男 38名 女 2名）

会社概要

株式会社内海林業
- 国有林と民有林の間伐、素材生産が主体です。
- 新人と若手は、重機の作業を中心に覚えてもらい、
オペレーターとして働いている方が多いです。

- 立木を狙った所に倒したときや、きれいに丸太を
積めたときは、楽しさや達成感を感じます。

- オペレーターが不足していますので、重機に興味
のある方大歓迎です。
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設 立 昭和63年4月

所在地 河東郡上士幌町字上士幌東1線223番地6
01564-2-3306

代表者 代表取締役 内海 克己

事業内容 造林・素材生産

従業員数 19名 （男 17名 女 2名）

会社概要

有限会社ワタヌキ造林
- 私達の会社は、年間を通して造林･下刈･除間伐な
どの事業をしています。

- 従業員同士の交流を大切に、年数回食事会等も
行っています。

- 自然相手の仕事なのできつく厳しい作業も多いで
すが、自然が好きで森林を守り育てたいという方、
チェーンソーマンや重機オペレーターとして一緒
に働きませんか。
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設 立 平成11年7月

所在地 河東郡士幌町字士幌200番地24
01564-5-4058

代表者 取締役 綿貫 年光

事業内容 造林・素材生産

従業員数 5名 （男 5名）

会社概要



横澤林産- 造林･間伐･皆伐が中心で、重機で行う作業が多い
です。

- 現場は十勝管内全域で作業しています。
- 仕事は”きれいに早く“を心がけています。
- 機械のメンテナンスも自分で行っています。
- 山が好きな人、大歓迎です！
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設 立 平成22年5月

所在地 河東郡上士幌町字上士幌東2線237番地5
01564-2-5701

代表者 代表 横澤 義和

事業内容 造林・素材生産

従業員数 5名 （男 4名 女 1名）

会社概要

本別町森林組合
- 完全週休二日制を実施し、職員の待遇改善、職場
環境の改善を図っています。

- 森林所有者へ施業プランを提示し、50年後の未来
の森林を設計する夢のある仕事です。興味のある
方お待ちしています。
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野口物産
- 当社では、チェーンソーを使って立木を伐採する
専門の職人、伐採後の木材を林業機械を使って作
業土場まで運ぶ重機オペレーター、丸太に加工す
る高性能林業機械専門のオペレーターがそれぞれ
の作業を行っています。

- 興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
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設 立 平成18年9月

所在地 河東郡上士幌町字上士幌東1線236番地39
01564-2-3410

代表者 代表 野口 栄一

事業内容 素材生産

従業員数 5名 （男 4名 女 1名）

会社概要

設 立 昭和16年11月

所在地 中川郡本別町新町22番地7
0156-22-6105
bz805682@bz03.plala.or.jp

代表者 代表理事組合長 齊藤 元一

事業内容 造林・素材生産

従業員数 5名 （男 4名 女 1名）

会社概要

mailto:bz805682@bz03.plala.or.jp


有限会社吉川物産- 自然が相手なのでなかなか思い通りにはいきませ
んが、森林が順調に育っていく姿を見るとやりが
いを感じます。

- 現在、人手が足りないため、素材生産がメインに
なっていますが、ゆくゆくは植付・下刈など造林
事業全般を行いたいと考えています。地域の森林
を育てたいという方、お待ちしています。

設 立 平成10年4月

所在地 中川郡本別町仙美里元町78番地6
0156-24-2377

代表者 代表取締役 吉川 信行

事業内容 造林・素材生産

従業員数 5名 （男 5名）

会社概要

宮口産業 株式会社
- カラマツ主体の春から秋の造林と、冬期間の素材
生産を主に営んできました。

- その間、処遇や福利厚生に注力しました。昭和63
年に林退共加入、平成元年に健保･厚生年金加入、
平成9年に通年雇用制採用、平成13年に完全週休
二日制導入、平成30年に能力評価システム導入。

- 今後も働く人のための会社を目指します。

設 立 昭和40年4月

所在地 足寄郡足寄町鷲府353番地6
0156-29-8057

代表者 代表取締役 中島 正博

事業内容 造林・素材生産・その他（公園管理等）

従業員数 8名 （男 8名）

会社概要

株式会社井上産業
- 若者の流出と高齢化で担い手確保が深刻な町に
あって、林業の機械化を積極的に進めていきたい
と思っています。

- 自然の中で仕事ができるので気持ちよく、山を歩
けば安心感があります。山が好きな人、興味があ
る人はぜひこの仕事を考えてください。

設 立 昭和59年2月

所在地 中川郡本別町仙美里71番地3
0156-24-2336
inoue-y@f1.octv.ne.jp

代表者 代表取締役 井上 好春

事業内容 造林・その他（土木）

従業員数 16名 （男 13名 女 3名）

会社概要
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足寄町森林組合- 当組合は、造林事業から素材生産まで行っており、
現地に応じたより良い森づくりを心がけています。

- 自然環境は厳しいですが、より身近に季節を感じ、
虫や鳥の鳴き声の中で仕事ができます。

- 森を受け継ぎ未来へ残す。森林を守ることで役に
立っていることを実感し、生きがいを感じること
ができる職場です。
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設 立 昭和34年10月

所在地 足寄郡足寄町南5条5丁目14番地
0156-25-2616

代表者 代表理事組合長 西野 勲

事業内容 造林・素材生産

従業員数 10名 （男 8名 女 2名）

会社概要

有限会社三共木材
- 足寄町森林組合の下請け事業体で、町内の民有林
の間伐等、素材生産を中心に展開しています。

- 我々と一緒に、林業･林産業の発展のために頑張り
ましょう！

岡崎木材 株式会社
- 働きやすい環境は、普段のコミュニケーションが
大事だと思います。当社では、毎年4月の社員旅行
や不定期で食事会を開催し、親睦を深めています。

- 社会人として報告･連絡･相談は基本ですが、まず
気軽に声をかけられる環境が第一歩だと思います。

- 働きやすい環境を従業員一同で作っていく会社で
す。
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設 立 昭和37年12月

所在地 足寄郡足寄町西町7丁目1番地1
0156-25-2116
okazaki-lumber@email.plala.or.jp

代表者 代表取締役 石澤 慶治

事業内容 造林・素材生産

従業員数 17名 （男 16名 女 1名）

会社概要

設 立 昭和55年5月

所在地 足寄郡足寄町北6条1丁目44番地
0156-25-2099
kouichi.19660508@icloud.com

代表者 代表取締役 福田 幸一

事業内容 造林・素材生産

従業員数 7名 （男 7名）

会社概要

ハワイ オアフ島にて

mailto:okazaki-lumber@email.plala.or.jp
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株式会社イエツネ林業- 地拵･植付･下刈･除間伐･素材生産まで、林業の循
環システムを担い、会社創立60周年を迎えました。

- 国有林の素材生産請負と製材工場への販売を中心
に、年間約24,000m3の丸太を出材しています。

- 平均年齢46歳です。最近4年間で高卒者4名を採用
し若返りを図っています。大自然の中で一緒に森
林づくりをしませんか。

有限会社後藤組
- 足寄･本別･池田町で、民有林を主体に造林と素材
生産業を営んでいます。

- 森林所有者の身になり、丁寧な作業を心がけてい
ます。今後も地域に根ざした企業を目指します。

- 高卒からシニアの方まで、幅広く募集しています。

設 立 昭和53年6月

所在地 足寄郡足寄町北5条1丁目2番地
0156-25-2091

代表者 代表取締役 後藤 昇

事業内容 造林・素材生産

従業員数 11名 （男 10名 女 1名）

会社概要

佐野産業 株式会社
- 造林、造材と年間を通して仕事をしています。
- 安全第一で安心して働ける職場を目指して、みん
なで頑張っています！

- すばらしい自然に囲まれた足寄町で、一緒に働き
ませんか。
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設 立 昭和34年1月

所在地 足寄郡足寄町北3条1丁目21番地
0156-25-2088
ietsune@crest.ocn.ne.jp

代表者 代表取締役 家常 尚詞

事業内容 造林・素材生産

従業員数 22名 （男 20名 女 2名）

会社概要

設 立 平成21年10月

所在地 足寄郡足寄町北6条1丁目39番地
0156-25-7332
sanosangyou_ashoro@yahoo.co.jp

代表者 代表取締役 佐野 大祐

事業内容 造林・素材生産・その他（公園管理）

従業員数 8名 （男 7名 女 1名）

会社概要

mailto:Inoue-y@f1.octv.ne.jp
mailto:sanosangyou_ashoro@yahoo.co.jp


ナガイ産業 合同会社- 70代の社長をトップに60代1人と40代3人、計5人
の小さな会社ですが、植栽･下刈･除間伐から皆伐
までアットホームな雰囲気で行っています。

- 休みは日曜と雨降り、GW･お盆･正月の連休です。
日給月給ですが、厚生年金や社会保険制度に加入
しています。

- 地元森林組合の専属業者として、健康な身体と弁
当があれば働けますよ！

設 立 平成27年3月

所在地 足寄郡足寄町西町7丁目4番地48
0156-25-4020

代表者 代表社員 永井 元廣

事業内容 造林・素材生産

従業員数 5名 （男 5名）

会社概要

有限会社佐々木林業
- 当社は造林5人、造材12人、チップ工場3人で一連
の林産業を営んでいる会社です。

- 林業機械を19台所有し、若手も20代が5名ほど活躍
しており、従業員一同明るく仕事をしています。

- 今後、山林は主伐期を迎え注目される産業ですの
で一緒に仕事をしませんか。

新栄緑化 株式会社
- 国有林･町有林･民有林の事業請負と平行して、町
内外に所有する社有林の育成を積極的に推進し、
“循環する林業“の実現を目指しています。

- 自分の手で植えた小さな苗木が、いつしか自分の
背丈以上に大きく育っている様子は、とても壮大
で感慨深いものがあり、自分自身の森林作業員と
しての成長も実感することができます。

設 立 昭和51年4月

所在地 足寄郡陸別町字陸別基線310番地
0156-27-3521

代表者 代表取締役 山田 雄介

事業内容 造林・素材生産

従業員数 14名 （男 13名 女 1名）

会社概要
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設 立 昭和39年

所在地 足寄郡陸別町字陸別基線308番地1
0156-27-2107
sasaki-f@violet.plala.or.jp

代表者 代表取締役 佐々木 勇一

事業内容 造林・素材生産・その他（ﾁｯﾌﾟ製造）

従業員数 28名 （男 25名 女 3名）

会社概要
会社俯瞰写真

mailto:sasaki-f@violet.plala.or.jp


菊地林業 有限会社- 我が社は、国有林･道有林を中心に素材生産を行っ
ています。

- 現場従業員は12名で、20代1名、30代4名と約半分
が若手です。単身者には、昼食の弁当及び夕食を
希望者に提供しています。

- 自然の中で働く意欲のある方、一緒に働きません
か。
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陸別町森林組合
- 民有林の造林･下刈･保育間伐が主体です。
- 夏は暑く、冬は日本一寒いという自然環境での作
業はとても厳しいものがあります。

- 木が育つには何十年もかかり成果は見えにくいで
すが、自分で植えた苗木を長い年月をかけてゆっ
くり育てていくのは、楽しみのある仕事だと思い
ます。

設 立 昭和27年3月

所在地 足寄郡陸別町字陸別本通2丁目5番2
0156-27-2574

代表者 代表理事組合長 山本 周二

事業内容 造林・素材生産

従業員数 11名 （男 10名 女 1名）

会社概要

杉田林業 有限会社
- 夏は造林、冬は造材で仕事は大変ですが頑張って
います。伐木･造材作業を行っている森林は、先代
の方々が苦労して育て上げた人工林です。

- 世代を超えた森林づくりに魅力を感じ、日々変わ
る自然環境の中で、未来への森づくりに向けて、
尊敬の念を抱きながら造林･造材作業を行っていま
す。
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設 立 平成3年4月

所在地 足寄郡陸別町字陸別原野基線333番地
0156-27-2879
uncleuno@cocoa.ocn.ne.jp

代表者 代表取締役 宇野 壽

事業内容 素材生産

従業員数 12名 （男 12名）

会社概要

設 立 昭和34年10月

所在地 足寄郡陸別町字陸別基線316番地11
0156-27-3136
qqvm7s39k@herb.ocn.ne.jp

代表者 代表取締役 齊藤 直美

事業内容 造林・素材生産・その他（送電線保守）

従業員数 8名 （男 7名 女 1名）

会社概要

日光華厳の滝にて
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士幌町役場 （産業振興課産業振興グループ林務担当）01564-5-5213
上士幌町役場（農林課林産担当） 01564-2-4293
本別町役場 （農林課林務耕地整備担当） 0156-22-8126
足寄町役場 （経済課林業振興室） 0156-25-2141
陸別町役場 （産業振興課林業振興担当） 0156-27-2141
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掲載企業一覧

音更町 1  十勝大雪森林組合

士幌町 2  有限会社ワタヌキ造林

上士幌町 3  株式会社内海林業

4 横澤林産

5  野口物産

本別町 6  本別町森林組合

7  有限会社吉川物産

8  株式会社井上産業

足寄町 9  宮口産業株式会社

10  足寄町森林組合

11  岡崎木材株式会社

12  有限会社三共木材

13  株式会社イエツネ林業

14  佐野産業株式会社

15  有限会社後藤組

16  ナガイ産業合同会社

陸別町 17  新栄緑化株式会社

18  有限会社佐々木林業

19  菊地林業有限会社

20  杉田林業有限会社

21  陸別町森林組合

※ 北海道林業事業体登録制度における登録番号順に掲載


