林業行政情報

平成２５年（２０１３）

１月

民有林造林事業の平成24年度改正内容と
その活用について

年頭にあたって

２月

木質バイオマスのエネルギー利用

ナメコの細胞選抜試験

３月

地域森林計画等に基づく計画的な保安林
の指定・解除等について

積雪地における羽柄材の天然乾燥経過

４月

平成24年度地域森林計画について

平成25年度の試験研究

５月

元気な森林で安全安心
治山事業のご紹介

クマ剥ぎ被害対策について

６月

林業専用道整備の推進

ウルシのツキノワグマによる被害

７月

平成25年度森林・林業関係予算の概要

広葉樹林化のための誘導伐とその後の
更新状況

８月

木材利用ポイント事業

木材と水分について

９月

プランナー・林業作業士になるには

野生きのこの季節です

10月

全国植樹祭開催日決定

11月

治山施設等の老朽化対策について

12月

森林保全管理対策について

その他の記事

森林研通信

ナメコ野生菌株の菌床栽培試験

・みんなの「気づき」 高島かよ子
・木の温もりあふれる「新井小学校」 妙高市教育委員会 鴨井
・林業地山北の「赤カブ」 村上局 中島
・グリーンサークルにいがたの森づくり (株)テレビ新潟放送網
・これからの林業経営 阿賀町 (有)中惣林業 飛田野文治
・時を刻む本物の木材 加茂市 長谷川工務店 長谷川一良
・金峰山(2,595ｍ） 新潟市 小倉佳子
・一本木を伐ったら、三本植えろ 上越市三和区 西条英夫
・骨董品屋で家を買う 村上市 (有)阿部林業工務店
・佐渡トレッキング賛歌 佐渡観光協会 齋藤浩二
・お手播き行事 村上市 野表昌夫
・わたしの夢
三条市 高島かよ子
・会社を創業して 十日町市 (株)フラワーホーム 藤田
・出羽街道の石畳古道を歩く 大沢峠石畳修復プロジェクト
・樹木回復技術～樹木医の挑戦 十日町市 林正弘
・杉林で山菜栽培 湯沢町 大源太農園 清水
・県産材を活かした製品づくり 柏崎市 ウエキハウス(株)
・やまの守り手発表会
・森のようちえんと造園業 Akiha森のようちえん園長 原淳一
・五泉市立総合保育園 五泉市こども課長 佐久間
・大佐渡山系で大自然と歴史ロマンにふれる 佐渡 高木
・さんさい共和国 入広瀬山菜組合 大竹
・豊かな木質空間の園舎（くろだ保育園 上越市） (株)宮川設計
・林業専用道「下ヤギ屋敷線」の計画にあたって 南魚沼局 板垣
・平成24年度新たな林業士が誕生！
・山は日記帳 上越市 長池守
・道の駅「南魚沼」…雪あかり 南魚沼市商工観光課 山崎
・水のコントロール 上越局 本間
・森林体験学習 阿賀町 お山の森の木の学校 明石浩見
・山物語（新屋から笹平へ） (有)阿部林業工務店 （村上市）
・おひさま保育園舎 (社福)みその会
（糸魚川市）
・空にこぎ出すような展望台 阿賀町鹿瀬支所 佐藤
・「植樹」から「育樹」に 特色のある緑の公園を造る会（村上市）
・元気な森林に逢いたい ながおか森林塾 佐藤（長岡市）
・越後杉を用いた地産地消の家づくり 重川材木店 重川隆廣
・新潟の南洋材事情 新潟木材倉庫㈱ 堀井
・松くい虫被害対策と松林再生の取組 新潟局 加藤
・我が森林づくりは省力と日々工夫 阿賀野市 長谷川幸信
・地元工務店のお手伝いを始めて20年 森林空間 菅原
・林業専用道新保線 佐渡市農林水産課 安田
・後生に残す美林づくり（ブナ植樹） 阿賀町 五十島生産森
・未来へつなぐ森づくりまちづくり人づくり 里山環境づくりＮＷ
・心癒される木造保育園 高志保育園（上越市）園長 坪井秀和
・海面下の貯木場 新潟木材倉庫㈱ 堀井

・故郷・真人の自然を愛し、守る活動 真人小 井口
・きのこ王国・にいがたフェア2012大盛況 林政課 金子
・全国植樹祭の思い出③ 樋口
・森林組合に勤めて ぬながわ森林組合 木島聡
・道づくり最前線 十日町市 (株)村山土建 斎木吉一
・木を見て林を見、森を考えよう 上越緑の少年団 横瀬和夫
・親子三代をつなぐ「未来へ続く佐渡の森」佐渡市農林水産課
・「ヒヤリ、ハット」運動の推進 林災防新潟県支部
・路網整備における目的の変容と整備の難しさ 糸魚川局 佐藤
・かんじき作り名人 阿賀町 二瓶千代太
・桜と茶畑の似合う里づくり 村上市羽下ヶ渕区
・阿賀町の峠越え 東蒲自然同好会 渡部 通
・海岸林を守る治山事業 新潟局 寺尾
・全国植樹祭の思い出② 野表昌夫
・小千谷市池ヶ原の山腹崩壊 長岡局 松浦
・全国植樹祭の思い出④ 樋口広衛
・第65回全国植樹祭の基本計画の概要
・三条高校「県民の森」 事務局 三澤修一
・全国植樹祭の思い出⑤ 樋口広衛
・全国植樹祭プレイベント等のお知らせ
・森林を歩こう 甲斐駒ヶ岳 新潟市西区 小倉
・越後杉とオリンピック 日本海ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ協会 佐藤
・第23回全国植樹祭の苗木づくり 県山林種苗協会 村山
・長岡あおば緑の少年団の活動紹介 中越よつば森組 内山
・森林を歩けば 糸魚川 小滝生産森 中村成義
・スギ間伐材を利用し尽くすボードウオーク (株)グリーンシグマ
・未来へつなぐ森づくりin胎内平 新発田地域緑化推進協議会
・大平山ふれあいの森 大平山親緑会 （長岡市栃尾）
・地元木材の利用推進について 五泉市農林課 井上
・藤野条助翁の思いに駆られて 直海浜の保安林を守る会（上越市）
・フジロックの森を歩いてみませんかⅡ 南魚沼 坂上
・森のストーブ体験ツアー 糸魚川局 太田
・子どもの願いが創る地域の宝物 糸魚川市立浦本小 風間
・仙丈ケ岳(3,032ｍ) 新潟市 小倉佳子
・魚沼森の感謝祭 南魚沼局 坂上
・松枯れの山がアテビの山に 佐渡市 北嶋
・引き継いだもの、残すもの
・汐見台市民協働の森づくり
・全国植樹祭の開催に向けて

阿賀町室谷生産森 石田守家
緑百年緑化推進委 森山
長岡市全国植樹祭推進室

平成２６年（２０１４）
１月

林業専用道等の路網整備推進

年頭所感（夢今昔）

２月

地域の森林についての情報をお待ちして
おります
（森林計画）

ウドの種子採取と種まき

３月

造林補助事業の改正と展望について

スギ枝葉ペレットの特徴

４月

森林・多面的機能発揮対策交付金を活用
しましょう

平成26年度の試験研究

５月

平成26年度森林・林業関係予算の概要

松くい虫の発生予察について

６月

ナラ枯れ被害の新たな予防法
集合フェロモンを利用した「おとり丸
太法」の紹介

アカマツ採種園のサル対策について

７月

７月１日より、水源地域内の土地取引行
為には県への事前届出が必要です

高齢級化に対応した積雪地のスギ人工
林の管理手法について

８月

林地開発許可制度の要領を改定しました

冬期に天然乾燥を開始した県産スギ正
角材の乾燥経過

９月

明日のために県は「コレ」を進めます。
にいがた森林・林業・木材産業振興プラ
ン

スギヒラタケはどうなった？

10月

「松材の移動・利用に関するガイドライ
ン」について

11月

公共建築物などでの県産材利用の推進に
ついて

12月

平成23年７月新潟・福島豪雨災害からの
復旧について

エノキタケ廃菌床の燃料特性とペレッ
トの品質

・山の木を活かしきる (株)藤川建設 藤川隆 （長岡市）
・越後杉を使った「阿賀町ひまわり保育園」 阿賀町 眞田政弘
・森と緑の感謝祭in妙高 妙高市農林課 山口
・トピックス：全国植樹祭の植樹行事計画
・林業現場だより 阿賀町 ㈱マルワイ 長谷川
・地域材を活かした家づくり 柏崎市 ウエキハウス㈱
・ジオパークを守る地すべり防止工事 糸魚川局 佐々木
・佐渡の美林を目指して 佐渡市 臼杵誠五
・「渡邉邸」平成の大修理工事 渡邉家保存会事務局長 池田
・森林基幹道「今滝冬鳥越線」全線開通 長岡局 吉津
・企業の森づくり 新潟局 加藤
・生きのびる知恵 高島かよ子
・こだわりの家づくり ダイアン建築大岩さんを訪ねて 長岡局 本間
・未来へつなぐ「緑の守り人」大集合 緑百年 森山
・第1回にいがた緑の担い手大賞決定 新潟県農林公社
・私の木づかいのこだわり 佐渡市 安田哲雄
・古民家に学ぶ
長岡市 藤川隆
・全国植樹祭を控えて～林業士会の活動～ 県林業士会会長 斎木
・治山事業100周年記念治山功績者表彰で農水大臣賞を受賞
・地域資源活用への想い ㈱木島組 木島 一
・新潟市アグリパークについて 新潟市食育・花育センター 佐藤
・佐渡からの便り～トキの里探検隊 佐渡生きもの語り研究所 仲川
【トピックス】林業労働力確保支援センターの林業担い手対策
・林業現場に携わって 阿賀町 (有)馬場工務店 松山秀行
・木の家の魅力 村上市 (株)加藤組 加藤善典
・雲洞地区を守る災害関連緊急治山工事 南魚沼局 横山
・高田開府４００年 上越局 滝沢
・越後杉を活かす「仕事人」 十日町市 竹島屋材木店
・鳥海山2,236ｍ
新潟市西区 小倉佳子
・H25.7～8豪雨災害 山地災害復旧の課題 長岡局 松浦
・植樹祭フラッグリレー最終ランナー 五泉地域緑化推進協議会
・これからの森林経営「為せばなる」 佐渡森林組合 佐々木隆夫
・木沢の森を歩こう ＮＰＯ柏崎森づくりネットワーク 阪田
・トキがすむ里山の林 佐渡自然保護官事務所 広野行男

・五頭散策ロードを歩きませんか 新潟局
・杉沢の森オータムイベント2013 見附市建設課 青柳
・緑の少年団活動 上野緑の少年団（十日町市立上野小）笹川
・日本国と小俣宿 村上市小俣 田宮千代和
・森とともに 妙高高原南小
・アテビを植林し、その長生きが生きがい 佐渡市金井新保 渡辺
・森づくりで地域おこしを 十日町市 地域おこし協力隊 中川
・火打山の垂直分布 上越局 菅井
・広葉樹資源をバイオマス活用に 佐渡市農林水産課 高野
・「緑のダムを守れ」山林保全に取り組む 村上市立さんぽく南小
・歴史の山 麒麟山 阿賀町 江川一男
・日本一の山 富士山 新潟市西区 小倉佳子
・藤棚を通じた地域振興 緑百年糸魚川支部 水島
・全国植樹祭開催直前情報
・豊かな水源を守る～高根地区の水源治山～ ㈱水倉組 高橋
・佐渡からの便り～味な活動～ 佐渡生きもの語り研究所 仲川
・大佐渡石名天然杉から金北山へ 佐渡トレッキング協議会
・森林基幹道「五頭山麓南線」自然環境調査 新潟局 田澤
・穂先八重彼岸桜の最期 ㈱佐藤樹木医事務所 佐藤賢一

塚本

・五頭県民の森 阿賀野市商工観光課
・古民家に学ぶ 長岡市 藤川隆
・みんなで運んでとことん利用 阿賀町 奥阿賀林業振興会 加藤
・H26公社造林森林整備事業実施計画（目標）
・胎内市立中条すこやかこども園 胎内市健康福祉課 須貝
・城下町高田花ロード「えちご杉 花屏風」イベント 実行委員長熊田
・中越みどり復興アクションの取り組み 長岡市 鈴木重壱
・えきまえ図書館 本の杜 南魚沼市社会教育課 内田
・30年振りの結婚式「復活！タンス送り」 高根ﾌﾛﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞ 鈴木
・全国植樹祭に向けての活動をとおして 川口小緑の少年団 高橋

・異業種から林業に就いて さくら森組 池田直登
・入居者や家族の気持ちにぬくもりを 村上まごころの里 田村亮
・工事が進む林道八木山田沢小出線 津川 中村義幸
・秋の緑の募金のお願い 緑の百年物語緑化推進委 小林猛

・自然豊かな「霧ケ岳」に登りませんか うらがわら山友会 武江
・安くておいしいナメコを目指して 割野きのこ組合 小林一男
・もうひとりの緑化功労者 佐渡市 加藤 洋

・林業士の活動を通して 村上市 ㈱中嶋木材 中嶋 睦
・大断面集成材構造の建物を設計して 上越市 ㈲ハート 室岡耕次
・下越地区緑の少年団交流集会in胎内 交流集会実行委員会

・公社分収林資源管理等検討会が開催されました
・宝の山再生 阿賀町 角島生産森 志田 保

・神宮宮域林 神の地に育つ山 加茂市 吉田忠
・一貫したものづくりの建築 阿賀野市 ㈱坂詰製材所
・自然の恵みを生かした活気ある地域づくり 上南地区地域づくり協

・柿色とトキ色のエコツアー 佐渡生きもの語り研究所 仲川純子
・森林経営計画作成をお手伝いします 奥阿賀林業振興会 佐久間
・高田農高生物資源科森林資源コースの紹介 廣瀬久人

新潟県農林公社

平成２７年（２０１５）
１月

林道の橋梁やトンネルの点検、補修等の
支援

年頭所感（伝えること）

２月

森林整備事業を活用しましょう

無花粉スギ研究の今後の展望

３月

新潟県治山事業実施方針の概要

ナメコ種菌が若返る
細胞選抜による活性化

４月

保安林内における立木の伐採の制限につ
いて

平成27年度の試験研究

５月

平成27年度

マイマイガの大量発生について

６月

きのこＧＡＰ（農業生産工程管理）を御
存じですか？

きのこ菌床栽培に適した県内産広葉樹
オガ粉の検討 ナメコ

７月

林道施設の長寿命化対策
林道点検・診断・保全事業の拡充

キクラゲはビタミンＤが豊富!?

８月

認定事業体になるには
～Ｑ＆Ａ特集～

きのこ害菌の性格あれこれ

９月

新潟県林木育種計画について

ホームページをリニューアルしました

10月

「森林情報の閲覧・交付手続き」を紹介
します

11月

新たな木材利用の拡大
ＣＬＴ（直交集成板）の普及について

12月

森林・林業関係予算の概要

スギ全木ペレットの水分と品質との関
係

・山の伝統技術で世界を救う 三条市NPOチャコールブラックス
・多彩な可能性が増す木材、林業 ストーリオ㈱（小千谷市）
・地域は起こせるか（竹藪への挑戦） 村上市笑楽講竹山保存会

・竹林整備の取組について 佐渡市農林水産課 高野
・佐渡からの便り～森と湖の架け橋 佐渡生きもの語り研究所

仲川

齋藤

・頸北林業研究会（上越市）江村昇さん
上越局 滝沢
・佐渡からの便り～トキの恋愛事情 仲川純子
・林道「小佐渡二号線」が開通します 佐渡局 清水
・金谷山さくら物語 上越市 相澤紀
・いわふね自然愛好会の活躍（富樫繁春 会長） 村上局 大島
・佐渡からの便り～関東平野の里山にて 仲川純子
・海岸防災林の混交林化への取組み 新潟局 山田
・花咲か爺さん婆さんと子供達 金谷山さくら千本の会 相澤 紀
・遺跡から探る人と森との関係 県埋蔵文化財調査事業団 荒川隆史
・将軍杉と平等寺薬師堂 阿賀町観光ガイド 江川一男
・山林も管理次第で公園に 糸魚川市月華山かねこつつじ園

・長岡で越後杉 長岡建築協同組合 遠藤英夫
・活火山「新潟焼山」 糸魚川市 樋口善栄
・松くい虫防除作業実務者技術研修の開催 新潟局

・再価値
新潟市 木造建築設計 土の子舎 吉原茂雄
・大佐渡石名天然杉遊歩道へようこそ 佐渡局 真島
・森の子の「木曜日」 箸づくりワークショップ 髙島かよ子
・トピックス 平成26年度 新林業士誕生
・糸魚川産木材の中国輸出への取組 糸魚川局 田中
・裏山を歩こう 長岡市 小越智博
・世界ジオパークと大久保地すべり 糸魚川局 坂井

・清川高原保養センター木質化リニューアル 阿賀町 佐藤高博
・林道芦屋板屋沢線 村上局 佐藤
・はじめの一歩 NPO法人魚沼交流ネットワーク 髙野俊治

・ウッドジョブ中惣 阿賀町 (有)中惣林業 齋藤、森山
・自然と共生する粟島を目指して 粟島浦村 竹内徹真
・平成27年度公社造林森林整備事業実施方針 新潟県農林公社
・畑野緑の少年団による松くい虫くん蒸作業 佐渡市 小崎
・俵山正亥さんの多彩な活躍 南魚沼局 斎藤信幸
・32番目の国立公園「妙高戸隠連山国立公園」誕生 妙高市 丸山
・出雲崎町柿木の老朽化対策について 長岡局 小越雅子
・学校林活動について 十日町市水沢中学校林管理委員会 飯塚
・山づくりのプロを目指して 中蒲みどり森林組合 土田
・峰山ブナ林ハイキングコース 糸魚川局 篠原
・縄文時代のクリの木 県立歴史博物館 宮尾
・長岡市柿町 白山神社の巨樹探訪
長岡局 松永
・「山北林業架線技師協会」40周年を迎えて 会長 板垣清一
・佐渡の山並み 佐渡市達者 池田満
・山人の弁当箱 県立歴史博物館 大楽和正
・自伐林家をしてみませんか 奥阿賀林業振興会 加藤孝子
・上越市柿崎区川田 小林昭三さん
上越局 滝澤
・阿賀町におけるオフセットクレジットの活用 阿賀町 齋藤雅彦
・主婦達の小さな夢 電車の景色を作る会in妙高 稲葉摩利子

・越後杉を使用した北陸新幹線「上越妙高駅」周辺施設
・落石を防げ～十日町市大石の事例 南魚沼局 市村
・地域の桜を守る人 見附市玉木さん
長岡局 松永

加藤

・ショートステイじょんのび圓（まどか）糸魚川 玉成会 上野通子
・皆さんペレットストーブを知っていますか？ 糸魚川局 篠原
・小学校６年生による卒業記念植樹 十日町小PTA 田川
・我が家は地震に強い「骨太構造の家」 小千谷市 ㈱中澤建工
・格式ある神社の保全と人家を守る法枠工 上越局 石沢
・ふるさと五十沢にベンチを1,100台つくる 南魚沼市 ㈲鈴木建設

・市で導入したペレットボイラー 上越市農林水産整備課 布施
・佐渡実践者大学を振り返って 佐渡局 中司
・森林を「守り・育て・つなぐ」環境学習のために 北部協 稲葉

・「きのと交流館」竣工 胎内市教育委員会 野澤康彦
・自分だけの趣味を仕事に生かす魅力 佐渡局 山田幸司
・会津街道を整ほる ～阿賀町柳新田の桂～ 阿賀町 青木保仁
・道の駅の「カニかに館」 マリンドリーム能生 村井
・八色しいたけの挑戦 八色しいたけ事業（協） 山田
・新発田地域緑化推進協議会の取組み さくら森組 渡邉
・緑の遺産森づくり植樹祭 緑百年緑化推進委員会 小林猛
・ごらっしぇっちゃ「あいさい市」 関川村森組 加藤春美
・設立10年を迎えた「関山生産森林組合」 上越局 菅井
・森の恵みに感謝 柏崎市西山 長谷川勇
・下越地区緑の少年団交流集会in阿賀野 交流集会実行委員会
・林業担い手を応援しています 林業労働力確保支援センター

