林業行政情報

平成１９年（２００７）

１月

新春知事あいさつ

森林研究所の10年

２月

緑の雇用担い手対策事業について

にいがた千年松の開発と普及

３月

今後の路網整備について

「雪ぼうし」と「越のわらべ」市場デビュー

４月

里山エリア再生交付金

５月

山地災害危険地区の再調査を実施してい
ます

平成１９年度の試験研究

間伐コストに影響する要因について

６月

森林・林業基本計画

産地別ブナの成長差異

７月

美しい森づくりアシスト事業

海岸防災林における常緑広葉樹の植栽成績

８月

新たな森林整備地域活動支援交付金制度

林縁でブナ苗を育てる

９月

好評！
事業

海岸マツ林におけるきのこの発生環境改善

10月

消費者に「安全・安心」を
～きのこ栽培におけるＧＡＰ手法の取組
～

11月

未整備森林緊急公的整備導入モデル事業
による森林整備

12月

林業労働力の確保対策について

越後杉の家づくりに対する支援

その他の記事

森林研通信

林地残材の運搬について

・木工と写真技術 畑沢基由さん（南魚沼）
・木質バイオマスを取り入れた町づくり（阿賀町
・この人 森山義一さん （株）マルユー
・ほたるの里交流館オープン（新潟市 山本）
・ヤマビルについて
・名下生産森林組合（三条市）
・マツタケの再生を夢見て（村上 米沢）
・この人 菅原哲治さん 山北町中継
・俵山正亥さん 十日町市
・越後田舎体験事業（ゆきぐに森組 平井）
・「緑の学校」補助教官（佐渡 安藤）
・森林計画のお仕事（長岡 若林）
・建設発生木材の炭化による利活用（上越）
・町屋の伝統建築を守る（村上 上村吉一郎）
・新潟県の森林ＧＩＳ
・魚沼森の感謝祭in美人林
・丸太ん棒利用研究会（くびきの森組 橋場）
・「うおぬま森の学校」を開講して
・佐渡の木と共に６０年 (有)川上工務店
・森となかよく（長岡 清水）
・共生保安林整備事業 松之山温泉地区
・間伐材の普及推進に向けて（上越 保科）
・神原伐採索道 神原清一さん（柏崎）
・不燃木材の取り組み ドライウッド上越（協）
・越後杉ブランド認証規程の改正とスパン表改訂
・越後杉エコシステムキッチン （株）ダイヤ
・越後杉の振興に向けて (株)マルユー
・木の文化の再構築 (株)加藤組
・「木づかい」への思い 大兼建築設計事務所
・山ウド採り日記２００７
・山に生きる室谷の民 讃岐喜久男さん
・能生白山神社本殿 糸魚川市文化振興課
・林業経営費実態調査結果
・ぜんまい、しいたけ栽培 （株）牛木組
・ブナの森づくり（森の学校キョロロ 田辺）
・平成19年中越沖地震
・利用間伐に取り組む（魚沼市森林組合）
・胎内市 宮久多目的交流センター 新潟 篠原
・さすらいのログビルダー 村上市 倉松忍
・しいたけ栽培ひとすじ 糸魚川市 斉藤康子
・「越のわらべ」で地域の特産化 位下忍さん
・越後杉を使用した休憩施設 上越・大潟
・林業機械保有状況調査結果
・人集めは難しい 糸魚川 吉澤
・しいたけ栽培は難儀です 上越市「越後屋」
・木づかい事業による地域材の利用推進
・岩船うんめもんネット 会長 磯部盛
・休日林業入門講座 南魚沼 北島
・糸魚川市徳合ふるさとの会の紹介
・妙高山麓の小さな庭
・松くい虫防除での無人ヘリコプター散布
・にいがた海の森の集いに参加して
・レーザー加工機と木工体験
明石耕二

若狭）

・雁木と町家の暮らし（関由有子）
・昆虫などが飛来する高床山（岩崎勝）
・緑化を推進する組織づくり（津川 五十嵐）
・佐渡竹林再生プロジェクト（親松清）
・中魚沼丘陵南線（南魚沼 梅田）
・林業実践者大学に参加して
・佐渡地方植樹祭（佐渡市 安田）
・村上地域振興局における部内連携
・「入日の森友の会」の誕生（新潟 佐藤紘一）
・緑と子どもたち（渡邊イツ子）
・森林教育５年目を迎えて（糸魚川 佐々木）
・本物の素晴らしさ（佐渡市立河崎小 岡崎）
・月山の自然に親しむ（ネイチャーガイド 渡部）
・林道「道院線」復活（長岡市 金内）
・聖籠町育樹祭（聖籠町 大沼）
・わげしょの会の植樹事業（阿賀町 佐藤）
・集成材を通しての「杉」への想い（山新林業）
・新林業士誕生
・緑の窓口を設置しました
・里本庄生産森林組合（神林村）
・重点的に取り組む業務（中蒲みどり森組）
・県産材スタート（ふるさと越後の家づくり事業）
・「魚沼きのこ」のロゴマーク
・名立区の水源の森に学ぶ
・糸魚川地方植樹祭
・柏崎・夢の森公園
・巨樹・巨木の里（阿賀町）
・佐渡島・金井新保の復旧治山
・百年待てない緑の物語(金谷山さくら千本の会)
・アテビ精英樹見本林に託す夢（佐渡市 川内）
・林業士としての抱負（頸南森組 宮下明）
・「林業出前説明」はじめました 新潟 植木
・中魚沼丘陵南線 （株）丸山工務所
・松之山小緑の少年団
・雑木林保全活動（上越 原山台地を守る会）
・新潟県森林・林業あるべき姿
・森林基幹道 新保岳線 (株)水倉組下越支店
・鬼太鼓の森づくり 佐渡市農地林務課 原田
・都会との交流事業 糸魚川 佐々木
・あこがれのお仕事 津川 大島
・川がはぐくむ奥阿賀 津川 石川
・美しい森づくりアシスト事業 新潟 吉村
・阿賀黎明中学森林体験学習 津川 近松
・ユネスコ「学校の森」公開フォーラム
・木質バイオマスの利用 (有)さいかい産業
・Ｈ１９有島豪雨災害 上越東農林 塚田
・ほなみが丘の森遊び 出雲崎小 平澤平四郎
・ログマスターの活動 南魚沼 五十嵐
・秘湯・雨飾温泉 糸魚川 岡村
・一生忘れられない結婚記念日
・環境について思うこと 山北町 小田茂弘
・多様な生物が住む豊かな森
魚沼市
・「雪ぼうし」を栽培して 朝日村 大場俊一
・インターネットは普及の道具となり得るのか？

平成２０年（２００８）
１月

新春知事あいさつ

２月

新潟県が作成する森林情報について

３月

林道災害復旧事業について

４月

広がる「越後杉」の家づくり対策の取組
について

５月

中越沖地震と「緑のばんそうこう」事業

６月

新潟県山地防災情報について

７月

新潟県特用林産振興プランについて

８月

にいがた森づくりサポート事業について

９月

森林吸収源対策について

10月

漁場保全の森づくり事業について

11月

農林県単事業による林業機械のリース化
について

12月

県産材の安定供給体制づくりについて

・トキの活動から環境地域づくり
NPO法人トキの島 中島
・木（杉）と私 （株）川上製作所
・「ブナの植樹会」イン山古志 長岡 小林
・海岸松林の再生をめざして ホビーおおがた
・越後杉の家を建てて
・人気者「山菜」で稼ごう！ 林政課 高島
研究所のきのこ同定サービス
・「木育」長岡環境祭りに木製品を出展 清水
・越後杉で骨太の家づくり 村尾欣一
・竹炭活用いろいろ すみれ工房 渡辺
・「越後杉」の会館完成 曽野木ニュータウン
・板塀建設プロジェクト 佐渡木匠塾
県産ブナシメジ「越のわらべ」の後継品種候補
・山ウドの栽培について 柏崎地域森組
ができました
・佐渡実践者大学演習林とその思い
・きのこフェアに参加して 新潟 高橋
・日常の家 長岡市 佐藤正佳
・山と私と時々お酒で 関川村 近庄平
平成２０年度の試験研究
・カーボンオフセット 治山課 加藤
・みんなに自然の味を 五泉市 斎藤たづ子
森林研究あれこれ

・日本全国スギダラケ倶楽部（南魚沼）
・こだわりのプレカット 苗場木材加工（協）
・間伐材をチップ・ペレットとして地産地消（佐渡）
・普及の原点「座談会」 長岡 笹川
・森を育て、人を育てる 長岡 赤城コマランド
・日本の輸出を支える木使い 南魚沼 岩井
・越後杉合板について 林政課 日水
ナラ枯れ被害の拡大速度について
・東蒲原に魅せられて 東蒲郡森 菊地美和
・越後杉ブランドの生産の現状と課題 林政課
・キクイモ焼酎「森の淡雪」 ゆきぐに森組 高橋
・発展的林業ビジネスへの挑戦 （株）牛木組
・優の森保育園 新発田 新潟高度情報学園
ナメコ県産品種の菌床栽培マニュアルについて
・信越トレイル 上越局企画振興部 宮崎
・提案ペーパーはじめました 長岡 倉島
・山のそうじ (株)山守 伊藤武文
・県産材を使用した老人福祉施設 うおの園
治山工事施工地における広葉樹の植栽成績
・高根フロンティアクラブ 鈴木
・無人ヘリ導入よもやま話 上越 滝沢
・銀杏の会 本間東三夫（佐渡市）
・伝統的家づくりの継承 五十嵐製材所（村上）
カシノナガキクイムシの集合フェロモンについ
・コナラからのお願い 林政課 高島
て
・担当区の活動 上越 保科
スギ精英樹クローンの材質特性

・木の家とずっと一緒に テクノランバー新潟
・地元の材を生かした住宅 (株)新栄建設
・「竹」タ…ケタケタケタケ 林政課 高島
・第２０回林政セミナー 佐渡 渡邉

ブナ人工林造林の事例と課題について

・「丸山」で広がる人の輪 福島里山を守る会
・伝統建築学科の開講 佐渡市 杉崎
・炭が育むもの 林政課 高島
・温故知新「筵（むしろ）」 南魚沼 岩井
・北原健一さん 長岡市小国町
・木の命を思う 太田準一さん 上越市柿崎区
・「特用林産物」が期待される五つの理由 高島
・魚沼きのこＧＡＰ認証制度スタート 南魚沼

・森林管理道林道塩野渕線の開通 三条市
・水源林の整備と植樹
上越地域水道用水供給企業団 市橋
・休日林業入門講座を終えて 南魚沼 北島
・広葉樹苗木の育て方 県山林種苗協会 村山
・「南葉高原線」が開通しました 上越 前川
・「緑の学校」ありがとう 佐藤圭輔
・ビオトープ作りを通して 田沢小教諭 室川
・改良指導員から普及指導員へ 新潟 長谷川
・村上農林唯一の防潮工「緩傾斜護岸」
・総合的な学習時間の取り組み 阿賀町三郷小
・上越グリーンフェスティバルを終えて
・魚沼きのこ食品安全ＧＡＰの取組 南魚沼 石沢
・カシナガ防除と予防対策に思う 上越 滝沢
・日出谷「ビール沢」の治山工事 （株）巴山組
・「酒林」づくりで緑を守る こしじ水と緑の会
・進んで関わっていこうとする姿 新潟小 金子
・森林から学ぶ 真野小 佐藤
・雨飾山麓しろ池の森へのご案内（糸魚川）
・北越後村上門前谷薬膳ツーリズム
・緑の学校開催事業 治山課 佐藤
・指導林家 伊花正敬さん
新潟 吉村
・大倉の森づくり活動 八海山おおくらの森協議会
・道
糸魚川市 小川喜代治
・雄大な自然と夢の構想 村杉温泉長生館
・グリーンボランティア講座 緑の百年物語 白井
・もっと光を 村上 寺島
・「蛇喰・中束線」開設工事 関川村 市井
・新潟県見附杉沢の森 見附市 山谷
・火を使えるから人間 上越 ねぎぼうず 大矢
・林道「短歌」コンクール 上越 今井
・グリーンボランティア講座に参加して
・自然観察林は身近な里山 長岡 松田英也
・随想「砂漠から保安林へ」① 浜倉 剛
・地産地消の商品作り 女川ハム工房（関川村）
・企業と局が協同で行う森林整備 新潟 羽田
・柏崎・夢の森公園オープンから１年
・津南町森林セラピー基地
・随想「砂漠から保安林へ」② 浜倉 剛
・魚沼きのここだわり料理プロジェクト 田中修
・柏崎市安政町における施設災害復旧工事
・佐渡地区緑の少年団交流集会
・緑の少年団全国大会 緑百年 宮崎
・随想「砂漠から保安林へ」③ 浜倉 剛
・妙高高原笹ヶ峰トレイルランニング
・田中地すべり災害事例紹介 糸魚川 坂井
・緑の少年団上越地区交流集会 上越 皆川
・森林整備アシスト in 浦佐 南魚沼 五十嵐
・随想「砂漠から保安林へ」④ 浜倉 剛
・ふるさとの歴史を探る 阿賀町 渡部一郎
・治山事業を経験して思うこと 上越 奥山
・緑百年緑化推進委糸魚川支部設立
・見果てぬ夢を追って山百合 阿賀町 佐藤清

平成２１年（２００９）
１月

木質バイオマスの利活用について

年頭に当たって

２月

森林変化抽出支援システムによる保安林
管理の適正化について

きのこの品種登録について

３月

ＧＰＳを利用した「路網情報システム」

スギ高品質乾燥材を生産するために

４月

「越後杉」の家づくり対策の新たな展開
について

平成２１年度の試験研究

５月

特定間伐等促進計画による間伐推進

コシアブラの種まきと用土について

６月

新潟県森林・林業・木材産業振興プラン
の中間評価について

県産きのこの新品種誕生！

７月

企業による森づくり活動がはじまりまし
た

木質バイオマスの燃料特性

８月

林業関係制度融資について

スギ外構材の曲げ強度の経年変化

９月

民有林造林事業の現状と間伐推進に向け
て

ヒノキ漏脂病の発生誘因

10月

・「林建共働」による森林づくりについ
て
・「新潟県オフセットクレジット制度」
について

11月

きのこ振興に係る県単独事業について

12月

木質バイオマスの利活用について

きのこの交配

・森を元気にする子供達 松川菜々子
・未利用資源の活用 (株)加藤組
・先輩に追いつき追い越せ ぬながわ森組
・担当区をこえた普及 長岡 笹川
・山林家の言葉を目指して 阿賀町 石川隆夫
・木に触れることの少ない時代 三条 金子材木店
・緑豊かな丘陵地「胎内平」 胎内市 近
・一生勉強・一生青春 村上 新村
・林道入山線の維持管理に携わって 小滝生産森
・魚沼の山の利用を考える
・早春の妖精・雪割草 佐渡市 斎藤正幸
・息を飲むようなケヤキ美林を夢見て 村上 品田
・名人の仕事 富樫文夫さん 村上
・原木家具造りの現場から 糸魚川 祭り屋木材
・温暖帯常緑広葉樹林① (株)興和 平
・みどりの山を後世に 高根生産森 板垣
・ふれあい坂戸プロジェクト 南魚沼市坂戸
・上越産「越後杉」のＰＲ拠点に 上越市頸城区
・「いちゃりばちょうでー」の心 津川 星野
・温暖帯常緑広葉樹林② (株)興和 平
・里山ボランティアの素人が山主になった！
・木造の和島小学校 長岡造形大 後藤哲男
・越後杉研究会設立 越後杉ブランド魚沼研究会
・冷温帯ブナ林 (株)興和 平
・「越後杉木馬」と馳せる想い 小池忠訓
・上越産越後杉の「放生月毛」が誕生
・ブナ林への想い 魚沼市 長谷川賢司
・渓畔林・湿地林 (株)興和 平
・越後杉と小国和紙の家 (有)片桐工務店
・佐藤建築・佐藤健一さんの現場から 糸魚川
・津川の狐火 阿賀町 小田幸衛
・第二次林構事業の思い出 長岡市 大矢征司
・城跡を守り伝えて 安塚区 直峰城保存会
・素材を生かした建築 津南町 (株)桑原工務店
・企業の森づくり活動 (株)興和
・第二次林構事業の思い出 長岡市 大矢征司
・森林・林業の再生と豊かな農山村の実現
・県内初「木造三階建て共同住宅」 長岡
・里山の再生の取り組み (有)丸実
・第二次林構事業の思い出 長岡市 大矢征司
・再生可能な木質エネルギー 高木沢企業(株)
・地域に生きる地域が造る家 阿賀町 渡部
・巨木群が迎える尾瀬古道 湯之谷森組 星
・第二次林構事業の思い出 長岡市 大矢征司
・ふるさとの森林再生推進モデル事業
・武家住宅と町屋の再生に携わって
・林業士になりました 伊藤武文
・秋の叙勲受章 天井貞

・森林管理道備付山線 佐渡市
・森と緑の感謝祭in妙高
・関川村緑の少年団の活動
・随想「林業の未来を信じて」① 横田 力
・初めて林道事業を担当して 南魚沼 渡辺
・田んぼと森のいのちの祭り 南魚沼 五十嵐
・緑の少年団活動 新発田市 鳥海
・県行造林事業の推進について
・随想「林業の未来を信じて」② 横田 力
・森林管理道「布施谷長福寺線」の開通 加茂市
・「新潟の砂防林」学習の取組 真砂小
・「トトロの森」を目指して
・随想「林業の未来を信じて」③ 横田 力
・本与板城と間伐の取組み
・防草パネルの試験施工 糸魚川 田中
・休日林業入門講座 南魚沼 北島
・見果てぬ夢を追って 阿賀町 佐藤
・随想「林業の未来を信じて」④ 横田 力
・長池憩いの森公園 胎内市長池農産物直売所
・森林基幹道西山日光寺線の軌跡
・里山で「学びの場・憩いの場」造り 村上市
・企業の森づくり 長岡市 メック(株)
・南魚沼市清水瀬地内における集中豪雨災害
・トキも暮らす森づくり 小木小教頭 香遠正浩
・地域と企業・団体との森づくり 森山和夫
・指導員二年目の所信表明 新潟 永井志穂
・休日林業に参加して 五泉市 大塚崇
・芦谷板屋沢線を振り返って (株)富樫組
・炭に魅せられて 津南町 早坂義明
・100年後の松林を夢見て 上越 滝沢
・道が変われば人も山も変わる 上越 森
・元気がでる植樹祭 長岡 帆苅
・県行造林と共に歩んだ８０年 阿賀町 佐藤一郎
・グリーンボランティア講座に参加して 中村忠士
・林業普及指導員紹介 佐渡 渡邉
・「木鋤」（こすき・こしき） 林政課 岩井
・竹炭で新商品開発に挑戦 笹川流れすみRe工房
・雨飾山麓の治山 糸魚川 長
・山菜・きのこにかける思い 入広瀬山菜組合
・「ジオパーク」って何だろう？ 糸魚川 岡村
・名角地すべりの概要について 上越 板垣
・野鳥・松林・人とかかわりながら学ぶ 青山小
・緑の少年団全国大会に参加して 緑百年 宮崎
・阿賀町の原木まいたけ生産 津川 加藤
・阿賀町の災害復旧工事 津川 本間
・中越地区緑の少年団交流集会 長岡 中村
・上越地区交流集会 (株)キューピットバレイ
・目指せ選ばれる日本一のきのこ 南魚沼 武田
・「リサイクル緑化工法」の活用 (株)平成建設
・継続を力に変えて 緑百年緑推糸魚川支部
・胎内市型緑の学校 胎内市 増子
・伝えたい、森林・林業の大切さ 上越 皆川

