林業行政情報

森林研通信

特用林産

そ

他

の

他

平成１０年（１９９８）

１月
２月

モントリオール・プロセスに寄せて

・きのこと健康

・新しい木の生かし方（貫木産業）

・豊かで美しい森林整備事業（津南町）

・ずい想

・城下町・村上緑の街づくり

・森林林業活動フォーラム

・緑の学校に参加して（小木・深浦小）

・林業雑感（石栗 猛）

・高性能林業機械の保有状況

・ボランティアで利用間伐(新潟林業)

・森組からの贈り物（佐渡 古藤高明）

・土砂の中から甦る(糸魚川市田原良一)

・率先して間伐材搬出（村松 金子功）

・雪を使ってまちづくり（安塚町）

・さくらんどむらまつめぐり（村松町）

・原木シイタケにかける(牧村 丸山俊昭)

・三国街道の湯めぐり（湯沢町）

・若い目から見た治山事業（上越林業）

・Iターンで炭焼きを（守門村森組）

・間伐材フラワープランターコンペ

・村おこしときのこ栽培

・木材の安定供給の確保に関する法

・林道事業に間伐材の活用（相川林業）

・ずい想 旗持山の早春を彩る花たち（布施公
幹）

・建具の技術を杉間伐材活用にいかす

・平成９年度の新林業士

・水の郷は百歳の壮年期（小出町）

・林道と毛細血管（上川村役場）

・環境にやさしい木炭の需要拡大を

・「伝承館」ふるさとの木ふれあい事業

・自然を生かした地域振興（川西町）

・ずい想八石山の植物(布施)

・中核事業体の救世主（東蒲林業協)

・栽培漁業臨界実習棟（海洋高校）

・森林と環境（上越森林組合

・もりの学園開園式開催のお知らせ

冬のキノコ狩り（布施公幹）

・ワラビのあく抜き方法

林業構造改善事業における森林の総合利
用

・ずい想

聖が鼻岬のヤブツバキ（布施公幹）

・「薬草の里」で村づくり

３月

４月
５月
６月

最近の森林ボランティアの状況について

水田跡地のハンノキ造林試験

新潟県治山防災ヘルパー認定事業につい
て

第二期ふるさと林道緊急整備事業につい
て
・新潟県特用林産振興基本計画について
・平成10年度県林業関係予算

ヒバの着花促進法

・ずい想 椎谷岬の野生スイセン（布施公幹）

・生しいたけパックシール
試験研究の現状と方針

・ずい想 初夏の花とキノコ

（布施公幹）

・葉ワサビ栽培とその利用

７月

国土保全対策について

ナラ類集団枯損被害とその後

鍬柄沢生産森林組合
・ずい想

８月
９月
10月

きのこ王国・にいがた振興事業

森林法の改正案について

観光化しているブナ二次林の維持管理に
ついて

新潟県単独治山事業の展開について

漆椀（佐藤俊策）

橋場）

・加茂市の水源森林総合整備事業

・活力ある町づくりを目指して（能生町）

・あさひの里（大島村）

・新潟市立白山小が全国育樹祭で受賞

・森林組合に入って（関川村森組 渡辺）

・林業研修視察雑感

・ぬくもりとふれあい「鳥越文庫」

・地域特産の産地化に向けて（松代町）

・地球温暖化防止と木材利用

・森と夢のある学校（佐川通）記念講演

・ようこそ綱木へ（三川村

飛田野文治）

・高性能林業機械の現状と推進方策

・管内レクの森（新発田営林署）

・ずい想 大御門の柱（佐藤）

・木の心にふれる「加茂杉の家」

・「森林館」男の料理

・栗園と集落の活性化（八ﾂ田生産森）

・総会記念講演（佐川 通）

・林業労働力確保改善計画（小千谷）

・Ｉターンから（津南町森組

・これでいいのか地域林業（高野吉郎）

・よみがえる千石船（小木町）

・私の林道治山（巴山組

・親子で木のふれあい（山北町八幡小）

・秋の味覚
・ずい想

目黒栗農園
杭（佐藤俊策）

・きのこ中毒発生状況と予防

・過密保安林の整備

・ずい想

・森を育む川づくり

足駄（佐藤俊策）

藤安光夫）

・ミニ五重塔の作成（鹿瀬町

11月
12月

新・県産材戦略プロジェクト事業

にいがた緑の百年物語

高性能林業機械と間伐

・あってはならなかった災害(新潟林業)

・ヌメリスギタケ野生菌株の栽培特性

・消費者から見たきのこの消費拡大（三善万里
子）
・ずい想 箸 （佐藤俊策）

・総合環境整備（入広瀬村）
・治山事業に携わって（石高建設 行田）
遠藤 元）

・指導林家全国研修会開催される

・瀬波海岸林におけるボランティア活動

・越後岩室の茶屋（知足庵主

・島の活性化をめざす（相川林業）

・日本海夕日の森（寺泊町）

・大倉なだれから18年（守門村

・日本二百名山登頂達成（佐藤 優）

・エノキタケ新潟森研Fv2号

・木材産業に対する制度金融

・ずい想

・新潟北部地域林業振興協議会

櫛（佐藤俊策）

高田佳紀）

・炭焼きに魅せられて（名立町

佐藤）

鷲澤）

・美林の里笹神村百年計画（北蒲南部）
・草木染め教室（津南町）
岡崎）

・治山事業を振り返る（後藤幸雄）

平成１１年（１９９９）
森林研究所

１月

阿部英雄所長

・アガリクス栽培

・こだわりと匠の技

・ずい想

・林業就業促進資金のあらまし

・森林林業活動フォーラム

・ときの波（青海町）

・山林ボラン広場（尾形照成）

・対話で進めるユニット流域

・宮大工のこころ（工舎大日向 樋口 武)

・漆の伝統継承に向け

・林業集落活性化（神林村南大平集落)

・木炭で浄化

・ゼンマイの煮物とウドの炒め物（牧村）

すきな季節

（佐藤圭輔）

２月

・キノコの貯蔵法
・ずい想 青空ぼーけん塾

県行造林での収入間伐の試み
森林組合広域合併の推進に

３月

４月
５月

広葉樹造林の現状と課題

ついて

６月

・国有林の新世紀…（上越森林管理署）

・林道の思い出（山口清信)

・ずい想

・地域材流通の核として（新潟支部）

・きのこ博士（新津市

・水と緑の公園

・私が感じた林業（山北町森組

青空ぼーけん塾

・野生きのこ菌株収集の現状

る地域振興をめざして

・ずい想

・平成11年度県林業関係予算

青空ぼーけん塾

ヒマツノザイセンチュウ

・きのこ廃菌床の再利用

抵抗性品種の育成

・ずい想

・林業経営費実態調査
試験研究の現状と方針

青空ぼーけん塾

（佐藤圭輔）

（佐藤圭輔）

（佐藤圭輔）

伐採の届出制度について

11月
12月

・遊歩道つくり（塩沢町金城山こぶし…）

・竹弁当（長岡地域森組

・今後の森林の新たな利用の方向

名古屋与一）

・個性的な森林づくり（北蒲南部森組）

・雁木型木造アーケード（糸魚川）

・船浦山中核的林業事業体の発足

・木工体験（三川中ノ沢森林公園

・こだわりの木造（汎構造設計室

坂上）

明石）

・川西町森のスクールお料理教室
・きのこ料理コンクール全国大会
・大白川生産森組木工場（入広瀬村）

・ずい想

・森林・林業教育のモデルを（上越）

・林業体験記（ぬながわ森組

・海と山と川をもつ町（中条町）

・仕事と地域とのかかわり(村上林業熊倉)

・高能率林業機械オープン式典

・ふれあいの里づくり（上川村）

スギカミキリの新防除法

青空ぼーけん塾

（佐藤圭輔）

相川町

中山廣海

ユリの花（古澤）

伊藤博昭）

・総会記念講演要旨１（渡辺イツ子）

・間伐材加工は創造力で（室岡賢一）

・林道開設と森林景観（共栄建設

・SPAg鳥かん図

多田）

村上林業

ふるさとのスギ活性化事業の

・シイタケ菌床栽培

・公共施設木造化への取組み

・私の夢（村上桜ヶ丘高校

創設について

・ずい想

・朝日スーパーライン（下越森林管理署）

・四億年のロマンヒスイのふるさと糸魚川

・総会記念講演要旨２（渡辺イツ子）

・SPAg鳥かん図

・林業労働力確保支援センター

・越後桐の復権をめざして

・佐渡の目立て（佐渡木材工業（協））

・広域林道を生かした森林活用（越路町）

・ずい想

・腰板の値段

・森林・林業・木材産業基本政策検討会

業務について

列状間伐のポイント

・間伐材製品の産地証明制度

10月

菊川）

・流域森林・林業活性化センター

・中越流域の国有林（中越森林管理署）

北海道の春の植物

旭川～稚内（古澤和子）

９月

佐藤良次）

・観光と森林の活用（妙高高原町）

・ずい想

８月

大平森林公園（見附市）

・佐渡の特産カタログ・マップ

・全国椎茸品評会大臣賞受賞

７月

島の水源（相川林業）

・室谷名物タンポ焼き（東蒲支部）

・きのこ王国にいがたフェア98

林業地域総合整備事業によ

林構事業の取り組み

（佐藤圭輔）

地元材の家（上越）

林業関係金融制度

北海道の春の植物

上越

一級建築士事務所

東海林育樹）

津川林業

利尻島～礼文島（古澤）

・佐渡の8.4水害の状況…（相川林業）

・SPAg鳥かん図

・きのこ菌株のＤＮＡ判別法

・森林資源モニタリング調査の実施

・アテビの使用事例（佐渡支部）

新潟林業

・ずい想

柿崎海岸の植物

・森林林業活動フォーラムで記念式典

・記念の森造成事業（青海町）

（古澤和子）

・湯沢トレッキングコース（湯沢町）

・SPAg鳥かん図

長岡林業

・林道事業におけるコスト縮減対策

ブナの種子生産と実生

・十日町ぎんなんの産地化

・親しまれる国有林を目指して（下越）

・青空工房親子木工体験（小千谷支部）

・緊急速報

の生残

・ずい想

秋の沼湿原

・集材間伐の試み（朝日村

・森林資源を活かした町づくり（松之山町）

（古澤和子）

・間伐材を利用した治山事業（糸魚川）

・SPAg鳥かん図

・線虫とカミキリとマツと…

・日本三百名山登頂の快挙（佐藤 優）

・林道尾神川谷線計画の思い出

・WTOをめぐる木材貿易の動き

・にいつ丘陵と緑化推進事業（新津市）

・SPAg鳥かん図

労働災害増加中

自然環境にやさしい治山施設

・きのこの交配
・ずい想 水生植物の宝庫～
（古澤和子）

水田

小田 勲）

林政課・治山課

小千谷林業

平成１２年（２０００）
森林研究所

１月

阿部英雄所長
にいがた緑の百年物語

２月

木を植える県民運動

・ドラム缶による炭焼き

・木造校舎（出雲崎町立西越小）

・ログハウスの展望（全国ログ振興

・ずい想

健康住宅

・「森林・林業活動フォーラム」開催

・あけびのつる細工（鹿瀬町

（保坂達二）

・森林活用で村の活性化を（守門村）

・SPAg鳥かん図

・ブナシメジの品種開発

・最近の林業機械事情

・国有林の新世紀（中越森林管理署）

・ずい想

・林道奥只見線の思い出（五十嵐稔）

・支部緑化事業（上越支部）

・観光と森林の活用（妙高村）

・SPAg鳥かん図

・東蒲原の木炭（東蒲原郡木炭協会）

・私の森林論(笹神村 加藤泰助)

・一之沢滝ノ又線（林組

・緑の百年物語（治山課緑化係）

各地暖房費用談義
（保坂達二）

３月

地域林業経営確立林業構造改善事業の概
要

治山事業における森林

・木炭生産（長岡

整備の問題点

・ずい想 ソーラー発電住宅の経済性

本数調整伐

４月

丸山隆平）
（保坂達二）

・よみがえれ松（両津市）

について

・ずい想 省エネに立ち向かおう

・粟島の活性化のために（粟島浦村）

・ゴルファー緑化推進（中条町）

・森に遊ぶ（小千谷市

・緑の少年団の活動（上越市）

森林保全管理推進事業の概要

ヒバ実生苗の育成法

・開かれた国民の森林を目指して

・緑豊かな海岸保安林（新潟市）

・ずい想

・朝日村の林総事業

・桜並木でイメージアップ（小千谷市）

・能生の大ウス

・記念植樹で郷土に緑の夢を（巻町）

・林産物需給動態調査

・木の良さを伝えたい（新潟支部）

・久遠の森造成（高田農高

・都市緑化と森林公園（三条市）

・市民参加の森づくり講演会（糸魚川市）

私の土壌改良材

試験研究の現状と方針

・ずい想

新たな林業普及指導事業の展開

列状間伐収支シミュレー

・菌床シイタケ栽培

・木と語る(津南 木工房モリクラフト山田)

・間伐に対する取り組み（村上林業）

ション

・ずい想

・環境防災林整備事業の概要

・水と緑の村づくり（頸城村）

（柴田治）
・シイタケ菌床栽培（加熱処理米糠利用につい
て）

・森林資源を観光資源に（名立町）

・総会記念講演

・「大平やすらぎ館」（能生町）

・東蒲材の生産（津川町

・下田のお湯はいい湯らてい（下田村）

・林業団体「県森林組合連合会」

・ずい想

・住宅品質確保法の概要

・総会記念講演

・間伐と材の利用（東蒲原郡森組）

・渡部敏文さんの取組み（新穂村）

・東野名地区の地すべり（魚沼産業）

・林業団体「県農林公社」

・緑の少年団の育成（加治川村）

・ふれあいの森づくり（新津市）

今後の間伐推進の展開と緊急間伐
総合対策の推進について
市町村森林ＧＩＳ（地図情報）

木炭の吸着能力

システムについて

梅雨に似合う花アジサイ

エノキ（柴田治）

・木炭ストーブの開発
ヒバ実生苗の造林

（分水町平原太慶夫）
・ずい想

秋の七草（柴田治）

伊藤悟）

・きのこ料理コンクール全国大会

山村に生きる

廣田秀憲

佐藤正弘）

山村に生きる

廣田秀憲

・エノキタケの培地基材

・森林研木材加工の試験研究を開始

・住民参加の産業振興（湯之谷村）

県産材で「にいがたスギの家」

・ずい想

・２１世紀の林道事業（上越林業）

・林業団体「緑資源公団新潟出張所」

・大地の呼吸（川西町）

・スギ人工林の…

林業地域総合整備事業について
新潟県における取組状況
治山事業の緊急間伐総合対策事業

12月

・新しい職場で四年目（糸魚川

地域風土の家づくり

紅葉（柴田治）

づくり推進

11月

大島一信）

の育成について

７月

10月

大塚晃生）

・ジャンボしいたけ（弥彦村）

（保坂達二）

９月

相川林業

・ユニバーサルデザイン手法の導入

指導林家の活動と林業後継者等

８月

糸魚川林業

・山ウド有望系統の収集選抜

(保坂達二)

６月

・SPAg鳥かん図

上越林業

山地防災体制の整備促進

（保坂達二）

５月

中嶋 格）

・花と緑で美しく（真野町）

緊急間伐五ヶ年対策

小島）

井上チサ）

富樫秀二（朝日村）

スギ人工林の混交林化

・ワラビ有望系統の収集と選抜

・琴の製造(越後琴製造組合 田中義一)

・森林ボランティアリーダーチーム（上越）

の実態と課題

・ずい想

・阿賀野川に生きる町（鹿瀬町）

・林業団体「県木材組合連合会」

・間伐座談会で思うこと（新潟林業）

・自然観察会を終えて（糸魚川市）

・ナメコ菌床栽培の培地基材

・森林環境教育の企画について

・豊かな自然で地域の活性化（名立町）

・ずい想

・林道を美しくする会（緑百年物語）

・林業団体「県山林種苗協会」

・なだれ防止林造成事業（村上林業）

・利用間伐の取組み（頸南森組

ヤツデ（柴田治）

賀寿木おめでたさ一番
（柴田治）

