
林業行政情報 森林研通信 特用林産コーナー

・新潟林業管内の林道について ・森と水の郷（津川町）

・高能率林業機械 ・自然を活かした町づくり（中里村）

・上越グリーンフェスティバル（安塚町）

・間伐材によるガーデニング用品 ・両津市東立の災害復旧島

・高性能林業機械の現状 ・ギンナンの産地化に取り組んで

・桜並木に願いを込めて（豊浦町） ・きのこ栽培と広葉樹

岩船地域における「住宅資材 ・林業普及写真コンクール ・山菜加工　ぬながわ森林組合

コンビナート」の形成に向けた ・間伐材を利用した木材加工 ・やまぼうし（見附市）

取組について ・木の里・山北（山北町）

・森林の二酸化炭素吸収について ・待望の地域文化伝承館（両津市）

・大杉の里の地域おこし（浦川原村） ・新潟２１世紀記念事業

・緑の少年団（妙高高原、糸魚川） ・八海山金剛霊泉

・「木壁」 ・緑の少年団（畑野）

・筒石地区の法面防災工事について ・ゴルファー緑化推進（中条町）

・町制施行４０周年を迎えて（金井町）

・寺泊海岸における海岸砂地造林事業 ・お幕場松林（神林村）

・木材流通合理化整備対策（岩室村） ・ぜんまい栽培地

・未来のふるさとは今私たちの手の中

松くい虫被害跡地林緊急再 ・新潟の海岸保安林について ・森林国営保険について

生事業の概要 ・丸太護岸工（十日町土木） ・山村体験交流施設「七福荘」

・生命溢れる緑の池（小千谷市） ・火災・爆発と燃焼工学

・近くの山の木による住宅づくり運動 ・東山ふれあい農業公園（長岡市）

・山仕事の楽しみ（三川村　飛田野卓） ・中ノ沢渓谷森林公園（三川村）

・百年生きる保育園づくり　村尾欣一 ・火災・爆発と燃焼工学

地域の夢を描こう ・奥阿賀の林道事情 ・松中緑の半世紀物語（畑野町）

　　　　「夢しお２１」 ・鹿瀬町にゴミ箱はありません ・くびき野森林組合

・負担金ゼロの間伐を目指して ・かけはしの森その後（長岡市）

ふるさとの木ふれあい事業の ナメコの品種開発が本格 ・治山事業の思い出 ・バス停建築物語（川西町）

概要ついて 的にスタートします ・環境に優しい木炭炭化炉の開発 ・木を生かす…緑資源公団講演

・湯沢みどりの会（湯沢町） ・魚野川源流登山探検隊

・間伐材を利用した木材加工 ・糸西地場産材活用住宅の拡大

・森林空間総合整備事業（上越市） ・東蒲原郡森林組合

・緑の少年団交流集会（笹神村） ・トトロの森を創る会（糸魚川）

住民参加型生活環境保全林 ・相川林業の林道沿線間伐 ・市町村森林整備計画

整備事業について ・間伐推進に向けて～小千谷～ ・新潟県森林まつり

・活性化へ地道な一歩（広神村） ・西山田の美林（佐和田町）　　　　　　

エノキタケ育種試験

生しいたけセーフガード

竹炭で村おこし

新津の菌根性きのこ

めざせ産地化原木しいたけ

６月

森林造成の問題点・見えない自然破壊

植栽広葉樹のコウモリガ防除

拡大が続くナラ類集団枯損

根元曲がり木の集材について

試験研究の現状と方針

７月

８月 森林・林業基本法について

第４期森林組合広域合併基本計画

造林事業における長期育成循環施業

９月 林業担い手対策について 「ドングリ」の播き方

10月

11月

12月

３月

４月 新潟農林水産ビジョンの概要 森林総研での研修から

５月 林地開発許可制度の四半世紀 シイタケの消費拡大に向けて

魚沼産きのこの需要拡大に向けて

そ　　の　　他

１月 新世紀を迎えて 黒炭窯（ミニ窯の築窯）

２月 三世紀に渡る保安林 椿油を地域振興の潤滑油に
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森林研通信 特用林産コーナー　他
第３回にいがたきのこ料理 ・広域基幹林道一之沢滝ノ又線 ・我が町を紹介します（能生町）　

コンクール ・岩船林業振興祭（山北町）　 ・巨木の里みかわ（三川村）　

・緑の百年物語フェスティバル（両津市） ・中蒲みどり森林組合　　

・災害に強く安全な生活環境を目指して ・塩沢町森林・林業活性化促進連盟 　

・木の良さと温もりが感じられる施設 ・ウッディ阿賀の会

・シンボル並木造成事業（豊栄市） ・南佐渡森林組合

普及指導事業と林業後継者 治山事業における森林整備の問題点 競争力のある生しいたけ産地 ・造林用作業道作設現場研修会 ・竹炭（糸魚川）

対策について 　　　　～樹下植栽 を目指すために ・道の駅神林「穂波の里」 ・佐渡の松林保全ボランティア

・自然を生かした町づくり（巻町） ・いわふね森林組合

森林・林業基本法の改正に伴 ・森林・林業・木材産業振興プラン策定 ・出雲崎町の概要

う林道関係事業の再編について ・緊急地域雇用創出特別基金事業 ・林道「短歌」コンクール　上越

・間伐材を楽しく利用する ・さくら森林組合

・越後黄金山　村上 ・田麦やすらぎの森（大島村）

・佐渡の木で佐渡の家を造る ・十日町地域の緑の百年物語活動

・風巻神社（三和村） ・長岡地域森林組合

特用林産物需給動態調査及 ・海谷三峡パーク　糸魚川 ・加茂の水瓶（加茂市）

びきのこ振興取組方針について ・百年物語（縄文の杜をつくる会） ・我が町の紹介（豊浦町）

・岩船産乾燥材の生産に向けて

・かけはしの森を育む集い ・グリーンフレンズ

・木材乾燥について ・水と緑の町民の森（板倉町）

・瓜の蔓にトマトが実った話 ・全小学校に緑の少年団（川西町）

・たきがしら湿原を育てる会の発足 ・リースデザイナー

・木造校舎建設と木製品の導入 ・県産材戦略プロジェクトについて

・蘇れ佐渡アテビ ・佐渡最北の地の道路網

にいがたスギブランド材認証 ・大工が思う林業 ・スギ間伐材の建築用材への利用

制度について ずい想　森の遠くで（１）　武田宏 ・間伐材製品の紹介（山北町森組） ・佐渡林業実践者大学講座

・山仕事を経験して（東蒲原郡森組） ・五十沢地区の保全林

経営技術情報　「木炭ストーブ」 ・家具つくり ・田麦山クロスカントリー大会

・両津市　渋谷真愛さん ・入浴用竹酢液（粟島）

・公有地化による松林の造成（新潟市） ・今こそ求められる保育の重要性

最新の育林機械（一） ・間伐材を利用した木材加工 ・戸沢川災害復旧

下刈機 ・エリンギ栽培（広神） ・私の林業経営（山口卓　大和町）

・東蒲原地方植樹祭 ・緑に囲まれた伝説の池（両津）

森林整備事業（造林関係事業） ナメコ菌床栽培におけ 経営技術情報 ・新潟の山の木で家を造る会 ・上川村商工会の百年物語植樹事業

　の再編について る貝化石の利用 　巻枯らしのススメ ・八ツ田の山の幸をお届けしたい！ ・林道木原木線を美しくする会

ずい想　森の遠くで(４) ・幻のスーパー林道黒部小滝線 ・炭窯づくりに取組んで（長谷川 笹神)

ずい想　森の遠くで（２）

ずい想　森の遠くで（３）保安林指定施業要件の見直しについて

１月

にいがたスギ活用促進事業について

原風景の森づくり支援事業について

森林整備地域活動支援交付金制度の創設

２月

３月

４月 　 ブナシメジ選抜菌株の特性

５月 塩之又森林公園山菜まつり

ふるさとの森総合整備事業について

ヒバのミニチュア採種園趣旨生産

そ　　　の　　　他

　 研究と県民サービス

平成１４年（２００２）

試験研究の現状と方針

間伐材製品の耐久性調査

スギ構造材の乾燥について
シイタケ菌床栽培における貝化石・消石灰・
カキ殻の利用

山ウドの露地半緑化栽培向け優良系統
「新潟９」

６月 松代町における山ウド栽培

７月

８月

９月 積雪環境と長伐期施業

10月

11月

12月

えのきたけ県産種菌の開発状況について



森林研通信 ず い 想 　他
ずい想（香田和夫） ・私の体験した林業 ・木材人工乾燥施設に期待

　蜂に刺されてログハウス ・森林未来づくりプロジェクト ・上越グリーンフェスティバルin大島

・鳥の住む森づくり ・竹炭ｊを利用した特産づくり

ずい想（香田和夫） ・新米樹木医として(相澤 紀) ・輝いている人（半戸英子 津南町）

　初めての自然薯掘り ・スキー客と木のふれあい(朝日村) ・糸魚川地区林業士会

・県特用林産振興協会の設立 ・住民参加型生活環境保全林 糸魚川

ずい想（香田和夫） ・親子三代の森林施業（鈴木信一） ・糸西の漁師が雨飾山麓で植樹活動

　私の植林 ・これからの木材利用の…明石浩見 ・職場で…（室岡林業　自見菜々子）

・広域基幹林道岡倉谷線 糸魚川林業 ・地場産材活用住宅 糸魚川 吉河　

新潟県林道整備指針の制 ずい想（香田和夫） ・自然にやさしい工法研修会（新潟） ・谷止工とヒキガエル（中野雅子）

定について 　グリーン・カレッジ ・地域材を使って（干溝生産森組） ・海岸のみどりを楽しむ（村上林業）

・治山事業と間伐材利用 ・里山の利用について（頸城村）

ずい想(香田和夫) ・退職からの山仕事(桜井勝芳) ・赤玉地すべり災害復旧(佐渡)

　ただ今休煙中 ・地域材活用ひろば館(新潟市) ・おうみ22世紀の森林づくり(青海町)

・にいがた湖沼フォーラム(笹神村) ・林業女性グループ いわふね緑の会

ずい想（香田和夫） ・材木屋になってよかった(諏訪富作) ・黒姫山のブナ林

　公園の里親 ・間伐の機械化のために ・子供達が受継ぐ間伐材利用(糸魚川)

・棒掛山の恵み水沢地区の水源林 ・間伐と高性能林業機械(中蒲みどり)

ずい想（山口清信） ・森林整備に取り組んで(小笠原留男) ・冒険の森をつくる(長岡 山川成雄)

　木炭生産の最盛期（１） ・自分の木で家づくり（糸魚川） ・緑千年の遺産（塩沢 高橋米吉）

・鹿瀬町日出谷地区の災害復旧 ・旅館経営と自然体験(湯之谷 富永)

ずい想（山口清信） ・里山学校(頸城村　坂井利一) ・林道「道院線」(栃尾市)

　木炭生産の最盛期(2) ・楽しい憩いの場(新潟中央幼稚園) ・森の学校キョロロ(松之山)

・にいがたスギブランド材推進協の設立 ・山には夢がある(上越市　小林初代)

ずい想(山口清信) ・竹炭に魅せられて 山北すみRe工房 ・ドングリ交流会（津川）

　新幹線工事と地元住民への影響 ・間伐材の利用と山地について ・家の光クッキングフェスタ金子留美子

・ユニバーサルデザインと治山事業 ・大間城址の整備と森林保全

ずい想　山菜の魅力 ・山に生きて　糸魚川　兵エ栄造 ・清らかな湧き水（小千谷市 大平）

経営技術情報  さど竹工房 ・長岡木造振興研究会 ・五十公野山マツタケの復活

・山城の散策と林道（小千谷 佐藤） ・上川村緑の少年団入団式

21世紀も森林経営をサポート ずい想（山口清信） ・きこりさんも間伐　上川村　江川郡平 ・銀山平森林公園で植樹祭

　　森林国営保険 　客船飛鳥クルーズの旅 ・新しい校舎　神林村　砂山小 ・関川村キノコ生産

・安塚町の越後田舎体験 ・炭で減農薬　（能生町　小杉衛）

ずい想（山口清信）　上越市 ・炭焼きに取り組んで 羽茂 清原敏男 ・神林村木工クラブ

西部中山間地の変貌 ・最後にモノを買うお客の目　関原剛 ・自然と緑豊かな公園づくり（中里村）

治山施工地における広葉樹の植栽 ・林道はロマンがいっぱい　室岡賢一 ・緑の募金による緑化活動

11月 スギ林を育てる（Ⅲ）

日本林学会関東支部大会「セッション」
のご案内

保安林指定施業要件の変更と択伐の届出
制について

平成１５年（２００３）

12月

スギ家系品種育成の試み

ブナシメジ新品種の特性

８月 スギ林を育てる（Ⅱ）

自然再生推進法の概要について

トキ営巣木等保全整備事業の概要

林業・木材産業構造改革事業について

山北町における森林整備地域活動支援交
付金制度を活用した取組

９月

10月

４月

５月

６月 試験研究の現状と方針

７月 スギ林を育てる（Ⅰ）県産材総合振興対策の概要

治山関係災害の現状について

新潟県森林組合指導方針について

そ　の　他

１月 　

２月 ブナはブナですが

３月 海岸林における広葉樹植栽の成績

新年明けましておめでとうございます

森林計画制度の概要について


