林業行政情報

平成２２年（２０１０）

１月

森林施業計画の申請時に継続性の記載を
することになりました

新年おめでとうございます

２月

山地災害総合減災対策治山事業について

花粉の出ないスギを開発しました

３月

県営林事業における利用間伐について

ナメコ新品種の開発状況について

４月

無花粉スギの苗木供給に向けて

平成２２年度の試験研究

５月

緑の雇用担い手対策事業の取組み

ウドの菌核病について

６月

事業見直しに伴う林道関係事業の再編に
ついて

「根切り」によるブナ苗木の成長管理

７月

平成２２年度森林・林業関係予算の動向

抵抗性アカマツ暫定採種園の種子生産
性について

８月

「大規模災害対応総合演習」の実施につ
いて

未利用資源の燃料特性

９月

新潟県産材の中国への初輸出について

10月

提案型集約化施業の推進と利用間伐ジャ
ンプアップ事業について

11月

12月

労働災害ゼロを目指して

公共建築物等における木材の利用の促進
に関する法律について

その他の記事

森林研通信

防腐処理材の野外耐久性について

・里山再生・賑わいの場に 佐渡 しめばり山荘
・気候と風土にあった製品づくり 大滝林業(株)
・中越地区きのこ祭り開催 長岡局 小出
・造林事業における新たな事業体の参入 村上 大矢
・阿賀三川の森人 (有)中惣林業 飛田野文治
・木造園舎のぬくもり こまくさ保育園 駒形正子
・スギ間伐材利用の牡蠣筏つくり 佐渡 金子等
・小さな島の大きな自然「粟島の治山事業」 村上
・中越地区林業士会の近況
・森林は未来への宝物 さどもくの家をつくる会
・「筍」で一年で一度の贅沢を 林政課 金子
・理想の山づくりを目指して 湯沢町 清水守
・きのこ栽培の現場から 新潟 須藤
・環境教育に携わって 糸魚川市 斎藤美奈子
・地球にやさしい「魚沼の家」 (株)フラワーホーム
・「筍」で一年で一度の贅沢を② 林政課 金子
・魚沼地区の森林整備の方向性 南魚沼 熊倉
・緑の松を見守りたい 上越市大潟 だいばま会
・木くばりは、気くばりから 新潟 阿部
・「筍」で一年で一度の贅沢を③ 林政課 金子
・新任者現地研修について 長岡 市村
・里山で学びの場・憩いの場造り 山居山里山整備の会
・「越後謙信」物語 上越 菅原
・「筍」で一年で一度の贅沢を④ 林政課 金子
・自宅で炭火焼 長岡 安斎
・次世代の三川の森人 (有)中惣林業 佐藤
・佐渡産材の利用促進について（白雲台）
・「もくわくフェスタ」を開催して 上越
・魚沼地域利用間伐のススメ 南魚沼 篠田
・東蒲杉でつくる伝統的な木造住宅 (株)新栄建設
・名は体を表す 村上市森林組合 木村
・越後にいきる家をつくる会中越地区 長岡 市村
・越後杉で花舞台 干溝歌舞伎保存会 大平
・トキの野生復帰を見守って NPOトキどき応援団
・佐渡産乾しいたけの取り組み 佐渡 中村
・きのこ栽培による環境への貢献 糸魚川 大山正則
・越後杉住宅の取り組み 角田山の木で家をつくる会
・トキの野生復帰を見守って② NPOトキどき応援団
・鹿瀬地区での間伐 津川 若林

ナメコ新品種の開発状況について

・林道「五頭山麓南線」市民ウオーク 新潟 佐藤
・村上市朝日緑の少年団
・義と愛と緑あふれる春日山 上越市 加藤
・随想 新たな年に 鎮守の森から 平井正尚
・「だいしの森」づくり (株)第四銀行 帯瀬希誉枝
・中条さくらの森づくり 猪又建設(株) 猪又史博
・山の神様 村上局 長谷部貢
・随想 人と四季かがやく雪のくに 平井正尚
・イベント型カーボンオフセットの試行 南魚沼 高橋
・生物多様性に配慮した排水施設工 上越 前川
・千年の森 新潟県山野草をたずねる会 小日向
・随想 山の神さま 平井正尚

大澤

・ボイ伐りで里山再生 魚沼市農林課 佐藤
・上越市「ぬくぬく体験工房」柳沢靖貞さん 上越 皆川
・トキの野生復帰を見守って③ NPOトキどき応援団
・「やまびこ通り」へいらっしゃい 新潟 須藤
・林野庁の研修（特用林産）に行ってきました 南魚沼 武田
・趣味で始めた山仕事、角田山麓で森づくり 水野哲馬
・地元材を活用した町内会館 上越 廣木
・トキの野生復帰を見守って④ NPOトキどき応援団
・となりの芝生 NPO魚沼交流ネットワーク 髙野

・ペレットボイラーの導入 (株)木島組
・森林基幹道「中魚沼丘陵南線」の開通に寄せて
・神林さくらの会の活動 会長 佐藤治夫
・佐渡の豊かな自然とともに生きるために 八幡小
・随想 信濃川静かに流れよ 平井正尚
・きのこの恵み 上越 地域栄養士 井上智子
・松之山温泉地区での共生林整備 南魚沼 佐藤
・佐渡林業実践者大学創設３０年 佐渡 渡邊
・「ハイブリッドの森づくり」 新潟トヨペット(株) 猪股
・妙高市における森林整備の推進 妙高市 石田
・鷲崎水源の森づくり活動 佐渡 清水
・にいがた緑の百年物語おかげさまで１０周年 白井
・企業の森づくり ㈱東芝 芝池
・恒久的作業道の活用について (有)丸実 本間
・これからの休日林業入門講座 南魚沼 本間
・松露が採れる美しいマツ林 渋柿浜松露の会
・あおぞらポコレーションと越後スギ 新潟 須藤
・目指せ、短くてもキラリと光る林道 出雲崎町 中川
・人の手を加えるということ 新潟市立太夫浜小 西
・雪原で舞うブナの緑 新潟巧測(株) 朱 雁
・林業普及指導員の職をいただいて 上越 廣木
・保安林整備と地域活動 上越東 板垣
・メルヘン
さくら森林組合 飯田
・企業の森づくりアシスト事業 治山課 松岡
・魚沼森の感謝祭in南魚沼 南魚沼 本間
・随想 学校林を守る生徒たち
池田雄彦
・「安全・安心」を目指すきのこ栽培 長岡 小出
・村上地域の林水連携 村上 本間
・蘇る春日山城址のアカマツ林 上越 滝澤
・盛り上がる各地域サテライトイベント 緑百年 森山
・随想 御林と林の管理 池田雄彦
・新潟の海岸林について 新潟 南波
・地域とともに緑を守る 真人小学校 松崎
・麻尾山の森づくり活動について （株）伊藤建設 比護
・随想 緑の少年団交流集会 池田雄彦
・林道の全計調査は足で稼ぐ 糸魚川 高橋
・緑の百年物語十周年記念事業in村上
・県民の森「見附杉沢の森」の利用状況 見附市
・随想 緑の島佐渡と課題 池田雄彦
・森林林業教育の取組 村上 川瀬

長谷川

平成２３年（２０１１）
１月

森林情報の提供について

年頭所感

２月

森林国営保険の現状について

細胞選抜で種菌をリフレッシュ

３月

新潟県及び東北各県における林木育種状
況について

ナラ枯れ予防の留意点

４月

新潟県のＧＡＰ推進について

平成２３年度の試験研究について

５月

新しい路網整備について

コシアブラの葉を切り落としたのは誰
だ？

６月

７月

森林法の一部が改正されました

「再造林低コスト化実証事業」について

帯状伐採による複層林造成

スギ樹皮ペレットの品質

森林国営保険情報
大切な財産を災害から守る

８月

９月

県産加圧式保存処理スギ材の耐久性

日本型フォレスター育成研修事業につい
て

10月

平成２３年発生林道施設災害について

11月

「土砂災害防止法」の改正について

12月

「公共建築物等における県産材利用推進
に関する基本方針」及び「県産材利用の
取組方針」を策定

松くい虫抵抗性アカマツの開発につい
て

・放置林を整備して間伐展示林へ 頸北林業研究会
・すっぴんの家 ＳＯＵＮＤ ＨＯＭＥ 長岡 本間
・山仕事の魅力 頸南森林組合 宮本
・糸魚川ジオパークときのこ振興 糸魚川 遠山
・ネマガリダケ栽培の試行 妙高市 竹田
・特色のある教育の南魚沼市の果敢な取組
・「近況報告」岩船・村上緑化連絡会議
・村上地域で「越後杉」は浸透したのか 村上 品田
・里山の整備によせて ウッディ阿賀の会 香田和夫
・地域材を生かした手づくり家具 カワイ木工 川合一進
・トキの野生復帰を見守って⑤ NPOトキどき応援団
・緑の学校開催事業に参加して 長岡 市村
・平成２２年度 林業士５名誕生！
・南蒲原森林組合の取り組みについて 南蒲原森組 広山誠一
・専門学校・大学の木質内装化について 北都健勝学園 原田
・平成２２年相川鉱山祭 佐渡 山本
・「県行造林地」の境界確定について 南魚沼 石沢
・こだわりの木造二階建て園舎 聖徳保育園 橋本健太郎
・初めて触れる林業 村上市林業再生支援スタッフ 石田昌文
・トキの野生復帰を見守って⑥ NPOトキどき応援団
・歴史の町「上越」に勤務して 上越 保苅
・佐渡地区林業士会 藤井民哉
・村上産「越後杉」を活用したエコ小学校 山辺里小
・田舎を元気に！ 糸魚川市 鳥越寛子
・トキの野生復帰を見守って（終） NPOトキどき応援団
・ハーバルパークを活用したレクリエーション (株)本間造園 中村
・スケートボードで越後杉を世界に発信 日本海スケートボード協会
・わたしにとっての国際森林年とは① 田中カツイ
・もくわくフェスタ上越地域・越後杉まつり 上越 保苅
・アテビへの思い アテビの会 川内與作
・越後高田城御三階櫓 上越 滝沢
・わたしにとっての国際森林年とは② 田中カツイ
・ノルディックウオーキングのすすめ 新三川温泉

豊島

・海岸林ボランティア養成活動 新潟市 足立
・石川雲蝶の彫刻と西福寺 南魚沼 篠田
・わたしにとっての国際森林年とは③ 田中カツイ
・新潟県有林と大佐渡石名天然杉 佐渡 渡邉
・都会から移住して森林整備 魚沼伝習館 坂本恭一
・「ショートステイさくらの木」の建設について (株)サンエー
・国際森林年によせて 新潟市フローリスト 坂上久美子
・天然杉親子探勝会の報告 佐渡地域緑化推進連絡会 若林

ブナ苗木の「根揚げ」の効果

・森林基幹道「石名和木線」 佐渡 高橋
・「ライトの森」づくり ライト工業（株） 廣川
・未来のトキへのプレゼント！ 環境リレーションズ研究所

・地域の森林整備への取組み (株)笠原建設 吉原
・国重要文化財「浄興寺本堂」 上越 保苅
・国際森林年によせて 新潟市フローリスト 坂上久美子
・五年を迎えた朝日の森づくり 朝日の森の会 鶴巻
・造林事業に取り組んで 富樫木材(有)
・さどもくの家をつくる会の活動
・国際森林年によせて 新潟市フローリスト 坂上久美子
・シイタケのコマ打ち体験 出雲崎小 井澤弘子

村井

・東蒲原での県産材利用促進の取組 津川 石井
・キツネ平どんぐりの森づくりについて 国際石油開発帝石(株)
・小山田彼岸桜 新潟 滝沢
・随想 阿賀町の自然と文化財 神田久
・魚沼きのこ収穫体験モニターツアーin津南町 南魚沼 斎藤
・歴史と文化の街の山腹工 長岡 羽田
・私たちの森林整備 (株)戸田組 戸田ひろみ
・山の爺の昔話「山仕事回想」 上越市 飯田茂司
・随想 阿賀町の自然と文化財 天然大杉のこと 神田久
・林道「黒倉線」が開通しました 上越 前川
・阿賀町の雪椿プロジェクト 阿賀町鹿瀬支所 関 仁
・企業の森づくりフォーラムを開催しました 治山課 松岡
・随想 阿賀町の自然と文化財 資源の宝庫麒麟山 神田久
・人工湿原「たきがしら湿原」のこれから 東蒲原郡森組 森木田
・魚沼地方の治山事業雑感 河村
・間伐ＰＲ映像を作ろう 佐渡市立後山小 椎井慎太郎
・ありがとう！そしてお願い 緑百年緑化推進委糸魚川支部
・随想 阿賀町の自然と文化財
神田久
・作業路を使った森林整備 十日町市農林課 川原崎
・ふるさとを愛する体験活動「緑の学校」 胎内市 築地小
・五泉地域緑化推進協議会の設立について 佐藤賢一
・中国のきのこ事情 長岡市 佐藤辰也
・大規模製材工場視察の報告（中越林業士会） 長岡 江見
・地すべり巡視員～影の功労者 上越 脇野
・どんぐりの森づくり 上横山自然公園をつくる会 室岡
・県グリーン賞受賞 五十嵐弘行さん 新潟 笹川
・長野県北部地震当日 南魚沼 本間
・随想 里山と野生動物たち 野紫木洋
・維持管理から見た林道 新潟 石川
・ブナ林の里山と人の暮らし 森の学校キョロロ 小林
・キコリ体験と薪づくりについて 見附市産業振興課 宇之津
・普及の歩み 村上 片野
・随想 里山落葉広葉樹林のエノキが国蝶オオムラサキを育んだ
・長野北部地震の被害 上越東 井沢
・高根フロンティアクラブの取組 鈴木信之
・蛍への想い 糸魚川浄化センター 伊賀
・初・林業振興担当 長岡 齋藤
・随想 里地・里山に来るクマ 野紫木洋
・「これはうまい！」上越の名水探訪 上越 保苅
・治山施設機能強化事業 村上 富樫
・山と人をつなぐかけはしづくりをしています 高島かよ子
・間伐推進の「つかみ・ねらい・しくみ」 新潟 笹川
・随想 里山復興が担っているもの 野紫木洋
・石戸地区（荒沢川）保全工事について (株)巴山組 大堀
・緑百年物語緑化推進委の新公益法人への移行と今後
・寺泊海岸の保護活動について
・フジロックフェスティバル 南魚沼 清水
・林道のスピーディーな災害復旧を目指して 糸魚川 松浦
・里山の活性化 干溝生産森林組合 星
・桜の花が咲き乱れる光景を願って さくら森組 小島美由紀
・上越のきのこGAPの取り組み 上越 日水

平成２４年（２０１２）
１月

木質バイオマスのエネルギー利用

年頭にあたって

２月

ナラ枯れ被害拡大防止のために「面的防
除法」の実証試験を行っています

ナメコの突然変異株作出について

３月

「森林経営計画の認定」と「森林の土地
を取得した旨の届出」制度が始まります

エノキタケの新品種開発

４月

民有林造林事業による森林整備の推進に
ついて

平成２４年度の試験研究

５月

森林・林業施策の動向

松くい虫被害対策の注意点

６月

森林・林業人材育成加速化事業について

ウルシ造林地の失敗事例

７月

きのこ王国支援事業について

きのこ廃菌床の燃料特性とナメコ廃菌
床ペレットの品質

８月

県営林事業について

９月

新潟県オフセットクレジット制度におけ
る三プロジェクトの取組み

10月

新潟県における広葉樹資源の活用につい
て

11月

森林整備加速化・林業再生事業

12月

林木育種の取組みについて

ブナ母樹林の種子生産量
～平成23年の豊作について～

野生きのこについて

・愛される認定事業体を目標として (株)村山土建 斎木
・新たな木造建築施設「ももの舎」 (有)ハート 大嶋
・きのこ出前授業 南魚沼 武田
・マキワリ始めました 上越 丸山
・美しいふる里の森林再生をめざして 頸北林業研究会 江村
・地球にやさしいエコ燃料で森を守ります (有)ほてる大橋館の湯
・くらしの中に息づく自然環境 越のみちネットワーク女性会議
・あまりにも大きかった長野県北部地震 ゆきぐに森組 高波
・林業普及員二年目にあたって 津川 番塲
・原木シイタケ栽培に取り組んで 見附市 平井
・架線技術の伝承には 村上市森組 石田
・佐渡からトキめき便り NPOトキどき応援団 仲川
・日本の伝統と心を後世に 糸魚川市 (名)はしだて 橋立
・地域振興事業に取り組んで 新潟 中司
・五感で砂防林を学ぼう 新潟市立入舟小 小島
・シティホールプラザ「アオーレ長岡」 隈研吾建築都市設計事務所
・佐渡からトキめき便り② NPOトキどき応援団 仲川
・木質バイオマス担当の雑感 村上 品田
・林業普及指導員奮闘記 佐渡 高木
・森の名手・名人（上越市三和 清水峯一さん） 南魚沼 滝沢
・東蒲杉の福祉施設「たんぽぽ」 阿賀町 真田
・佐渡からトキめき便り③ NPOトキどき応援団 仲川
・利用間伐と普及指導員 長岡 松永
・みんなのブナ林で地域おこしを 長岡市 猿倉緑の森の会
・越後杉流通活性化センター竣工を迎え 県森連 小田
・松くい虫防除事業に携わって 村上 中島
・糸魚川での利用間伐推進 糸魚川 熊倉
・ひらうし桜まつり 糸魚川 しだれ桜を楽しむ会 山田
・佐渡の木で家を造ろう (有)夢ハウス佐渡
・沢登り体験 阿賀野市 相馬
・儲かる林業に向けて 村上 中島
・やまありて 佐渡市 瓜生屋生産森 本間
・なぜ、住宅に越後杉を使うのか？ オーガニックスタジオ新潟(株)
・歴史に思いをはせ、自然に親しむ 上越 菅井
・斜め植え 樹木医 佐藤賢一
・高度な木取り技術 山田木材（村上市） 山田 平
・佐渡の名産「乾しいたけ」 おけさしいたけ会 原野
・オヤマボクチ栽培と笹団子の取組 加茂市林研クラブ 中野
・木（職人のこだわり） (株)新栄建設（阿賀町） 松尾
・山の恩恵 糸魚川市くびるの会 小田島

ヒラタケの菌床栽培について（その
１）

・過去から届けられた森 高島かよ子
・棟梁送りと矩計 上越市三和区 清水峯一
・森へのいざない 新潟市西区 小倉佳子
・タカの渡りの不思議 津川 江川
・竹炭に取り組んで 村上 すみれ工房 渡辺保文
・低温乾燥機と出会って 糸魚川 (株)笠原建設
・森林を歩こう 八ヶ岳 新潟市西区 小倉佳子

・朝日スーパーライン 村上 登坂
・ミラバケッソの森づくり活動 (株)クラレ新潟事業所 羽田野
・NSTの森づくり運動 中ノ沢生産森林組合 神田
・随想 趣味三昧① 新潟県における初期郵便小史 篠田
・新潟・福島豪雨による林道の被災状況 長岡 中川
・岩船林業振興祭の開催 新潟北部地域林業振興協議会
・緑の少年団上越地区交流集会の四年間 上越 皆川
・平成24年度林業関係施策の拡充について～知事要望
・随想 趣味三昧② 国産３５ミリカメラの発展 篠田
・森林整備雑感
佐渡 吉津
・麒麟山酒造の宝もの 阿賀町 麒麟山酒造(株) 猪
・後世に引き継がれる名人の技と心 緑百年推進委 森山
・随想 趣味三昧③ 飯豊の山々と花 篠田
・作業道を使った森林整備 魚沼市 浅井
・地域を潤し海の守り人を育てる森づくり 海洋高 新井
・みどりの学習推進事業 妙高市 吉田
・随想 趣味三昧④ シャクナゲ、雪割草の栽培 篠田
・トピックス「やまの守り手発表会」
・山と共に生きる 中蒲みどり森組 梅田
・平成２３年度に南魚沼管内で発生した災害 南魚沼 高橋
・佐渡の守り人になろう 両津吉井小 野口
・聞き書き甲子園の取材を終えて 樹木医 佐藤賢一
・高鳥会長顧問に就任 県治山林道協会
・笹ヶ峰地域における生物多様性保全活動 上越森林管理署
・なりわいの匠 十日町市 俵山
・平成26年度に第65回全国植樹祭を新潟県で開催します
・林道「西菖蒲線」災害復旧 上越市大島支所 山本
・いつか樹の医者に (株)佐藤樹木医事務所 佐藤
・「キツネ平どんぐりの森」づくり活動報告 国際石油開発帝石(株)
・全国植樹祭に向け実行委員会事務局の看板を設置 治山課
・阿賀ウッド操業開始 (株)阿賀ウッド 渡部
・巨樹と巨木の違い (株)佐藤樹木医事務所 佐藤
・糸魚川ジオパーク「美しい森」づくり 緑百年推進委糸魚川支部
・「フジロックの森」を訪ねてみませんか？ 南魚沼 坂上
・舟山
(株)近藤組（佐渡市） 宇川
・森と緑の感謝祭 上越市農林水産整備課 柳
・地域の自然環境とかかわって学ぶ 青海小 飯田
・越後杉は積み木になって、上へ上へ 上越 廣木
・森へ通う道づくり (株)富樫組（村上市）
・山にゆめを 新発田市梨子木造林ゆめ委員会 相馬
・全国植樹祭の思い出① 樋口広衛
・森林管理道深戸花立線開設工事 阿賀町 西興産(株)
・日本一の将軍杉 樹木医 佐藤賢一
・全国植樹祭の思い出② 樋口広衛
・「林業にいがた」７２０号を数えて 改良協会会長 天井貞
・二つの「森」のお祭り 魚沼市農林課 井口
・万葉人の声を聴く FMPORTﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ 松橋美穂
・ドングリ拾いとネイチャーゲーム 南魚沼 坂上

・森に学ぼうプロジェクト

三国ｺｶｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ(株)

若野

