
　林業行政情報 　森林研通信 ずい想他

・ずい想 ・炭焼き作業（中沢英一） ・山方の梅林（吉川町）

　山と西海谷　（霜野好克） ・間伐材活用と木工品製作（小田茂弘） ・緑百年村上支部

・原木マイタケ栽培（大橋長雄） ・南蒲原森組（広山誠一）

・ずい想 ・地域材でまちづくり（志田喜弘） ・林道平床線による村づくり

　薪ストーブを楽しむ ・島の木を生かし…（志和正雄） ・間伐材魚礁沈設（佐渡）

・緑の雇用担い手育成対策事業 ・糸西大漁の森づくり（糸魚川）

・ずい想 ・森林保全活動（二羽雅史） ・中国産しいたけは農産物（佐藤辰也）

　ソバ育てました ・スギの卒業証書学習会を開催して ・杉と林業 環境学習プログラム

・片野尾地すべりについて ・吉祥嶽と水の恵み（村上市）

・ずい想 ・樹木医として（佐藤賢一） ・上川村の路網整備について

　雑木を植える ・住宅建設等での木の生かし方 ・新林業士誕生

・きのこ施設栽培で発生する害菌 ・緑百年「佐渡地方植樹祭」

・三面川とお多岐様 ・アガリクスを簡単においしく飲んで健康

きのこ総合供給産地をめざして ・ずい想 ・樹を伐る人（湯之谷村　星隆市） ・もりのくに・にっぽん運動

　第Ⅱ期新潟県きのこ振興夢プラン 　二月の三峡峠へ ・木材乾燥施設の導入（奥阿賀…） ・山の仲人事業

・樽本の保全林について ・森林ボランティアに寄せる思い

きのこの謎 ・ずい想 ・桐を活かして（越路　田中義一） ・松くい虫被害対策について

ナメコ種菌のお話し 　６０年のシバグリを倒す ・佐渡の林道橋あれこれ ・森林の手入れ（上川村 猪チヨ子）

・ドイツ人の目から見た日本の木の文化 ・緑化助成のご案内

・ずい想 ・新林業士（黒川村森組　小野弘） ・旧高根小　食堂IRORI(朝日村)

　車窓からの楽園 ・湯沢「旭原の郷」に「大源太」完成 ・新潟市上新栄町の海岸林 (渡部)

　　　　　（長谷川　等） ・ドイツ人の目から…（その二） ・地域材住宅づくり(小野嶋建設　宮沢)

・ずい想 ・環境にやさしいチェンオイル（倉島郁） ・地域活動支援事業（緑百年推進委）

　めざせ３５キロ！ ・海岸松林ボラの会（新潟市） ・柏尾猿沢林道の今と昔

・南葉高原の教育のもり（上越市） ・歩みはじめた食工房さわた

・ずい想 ・NPO法人お山の森の木の学校 ・森林ボランティアの現状

　我が子達 ・木象嵌（小森谷工房　能生町） ・穂波の里で元気　JA神林女性部

・堀之内町月岡「緑」百年物語 ・宝の山再生（新発田市五十公野）

・林業に接して（長岡　森林施設課）

・ずい想 ・自然体験学習林（妙高高原町） ・糸西大漁の森(糸魚川　滝沢則之)

　無類の地酒好き ・島の木を使った家造りの愉しみ ・中東蒲原地区緑の少年団

・西山日光寺と林道（津川　大矢） ・中蒲みどり森林組合三人娘(津川)

・炭焼き（十日町　グループじゅんかん） ・森林組合への労働安全指導(長岡)

・ずい想 ・素材生産の要　岩佐千代治（山北） ・森林と環境をテーマにした学習

　まちづくり ・上川村　伊藤駒雄 ・都会っ子の森づくり（糸魚川）

・木製ガードレールの開発　室岡賢一 ・木の良さを生かした住宅づくりを

・普及業務一年目（佐渡　新村和江）

・ずい想 ・間伐材と薪ストーブ ・「美里絵」作家　多田清虹さん

　地域の宝物 ・岩室温泉伝統文化伝承館 ・大好き、上川村（津川　大島信子）

・森林基幹道海沢線（糸魚川　吉田明） ・こんぱすの森整備活動（十日町市）

11月 にいがた木の家いいネットの活用法 間伐材製品の劣化調査の留意点

12月 森林整備地域活動支援交付金制度

７月 にいがたスギブランド材安定供給モデル事業
（平成１６年度新規）

県産スギ材の強度特性

８月 森林吸収源対策推進プランの策定 ボイピラミッドを利用したなだれ防止林

９月 林業・木材産業構造改革事業によるしいたけ生
産施設の整備事例

スギカミキリ抵抗性品種の開発

10月 里山スギ林等環境保全森林ボランティア活動の
促進

きのこ栽培室の換気について考える

２月 平成１４年発生林道災害復旧事業について エノキタケの育種

３月 高齢級森林に対する造林補助事業について ブナシメジは何からできてるの？

４月 森林保全事業計画の展開に向けた取り組み 試験研究の現状と研究成果

５月 「あかみず」と「あおみず」は色だけ違う
の？

６月 県産材流通情報センターの発足

　　　　　　　　　　　そ　　の　　他

平成１６年（２００４） 　

１月 地域の林業試験研究機関として



・ずい想 ・この人（若杉利助　栃尾市） ・天然マイタケ（佐渡　遠山勝弘）

　森の妖精　ヤマネ ① ・木のぬくもりいっぱいの保育園 ・きのこアラカルト（村上　佐藤哲）

　　　　　　　（桜井伸一） ・秋山北線が開通（六日町　丸山） ・山本聡子（上越環境科学センター）

・奥阿賀・森づくり週間（津川　五十嵐） ・さけの森林づくり（高橋昭太郎）

・ずい想 ・この人（田ヶ久保隆道　上越） ・ふるさとの森総合整備事業（佐渡）

　森の妖精　ヤマネ ② ・高根区民会館（朝日村高根生産森） ・東光幼稚園長　長尾佐和子

・ウッドマイルズ・ウッドマイレージ ・アシストと中越大震災（六日町 笠原）

・とちお緑百年物語ふれあいの森づくり ・みなもとユニティ活動

・ずい想 ・雨飾山への治山道 ・加治川と桜の由来

　森の妖精　ヤマネ ③ ・ギター製作（新堀芸術学院　米山） ・津南町フォレスト加工（協）

・中越大震災に係る緊急点検について ・漆掻き職人（渡邊勘太郎　朝日村）

・岩船林業振興祭（朝日村） ・団地間伐の推進（上越　熊倉）

･ずい想 ･不死身の人(佐渡　池野正英) ･緑の半世紀物語（佐渡　松ヶ崎中学校）

森の妖精　ヤマネ④ ･中越地震建物被害調査から ・きのこ産地の一翼を担って（関川　須貝敏子）

･地球温暖化防止に貢献できる森林 ･越後杉を使って住宅を再建しませんか？

･上越海岸保安林事情 ･麒麟山に紅葉の憩いを

・随想 ・木っ端（こっぱ）とＴＯＹ（おもちゃ) ・原風景の森づくり支援事業を振返って

森の妖精　ヤマネ⑤ ・木にこだわった家づくり ・津南町森林組合　涌井麻衣子

林道「岩首線」竣工に寄せて ・森の恵み　妙高市平丸のブナ林

・市民協働による「市民の森づくり」

随想 ・炭焼き作業指導員と障害者(湯沢町　中谷) ･森の名手･名人に４人が認定

森の妖精　ヤマネ⑥ ・杉の特性を活かした家づくり(加茂) ・越の松原・雪の高嶺の再生を願って(佐渡市　金子)

・松くい虫被害を減らすために ・間伐材利用の立役者端材の活躍

･長岡管内の林道災害 ･目的は同じ･地域振興の取組み

・小滝川のヒスイ峡

･山仕事58年　山こそ人生　小島　貢さん ・(財)こしじ水と緑の会の緑を守る活動(旧越路町　平澤)

・地域材で増築した関川中学校 ・新成人による植林応援(寺泊町　相馬)

・魚沼自然観察･歴史探訪ガイドブック(魚沼市　星) ・新人女性職員の抱負（ゆきぐに森林組合　武江)

・上越海岸保安林事情その2 ・普及員1年を経過して

・山ウド採り日記2005

・中越大震災からの復旧(十日町地域森林組合　林) ･森林基幹道南葉高原線

・鼓動による『アースファニチャー佐渡』の普及 ・佐渡の木(佐渡市　小林)

・種苗法に基づく指定種苗の表示が変わります ・新潟のさくら功労者

・粟島の今昔(大謀網）(粟島浦村　本保) ・災害に強い山づくり(岩室　鈴木茂）

・常浪川上流に分布するブナの美林（阿賀町　若狭)

･海岸保安林保育作業ボランティア活動(新潟市　星) ･緑百年緑化推進委上越支部

・ゆくら再建に向けて(十日町　滝澤) ・魚沼森の感謝祭(旧塩沢町　米山）

・お城山展望(村上市　高久） ・頑張っています（いわふね森組　佐藤)

・あじさい林道災害復旧(与板　大平) ・きのこ・食と健康

・ネイチャーゲーム指導員・青木きみ子さん ・中越大震災が発生した日

・新たなスギの活用(上越市　室岡) ・無人化施工による復旧治山工事

・『リスクアセスメント』を進めよう ・病める地球(柏崎市　高杉)

・上越の普及活動 ・佐渡乾シイタケのブランド化をめざして(佐渡市　菊地)

・根知駒ヶ岳のブナ林 ・新潟漆器ＰＲ(新潟市　佐藤）

・山で育まれる技と味・阿部幾一郎 ・災害は忘れないうちにやってきた・中条地すべり

・木の香り爽やかな上条保育園 ・多様性の森づくりプロジェクトの取組み(旧巻町　藤田)

・森林バイオマスの利活用(ｱｸﾞﾘﾌｭｰﾁｬｰ上越　大野) ・魚沼地区緑の少年団交流集会

・普及業務1年目を経て思うこと ・加茂ウッドシステム製材工場

・森人の活動について(佐渡　榎谷） ・阿賀町における路網整備と森林整備(阿賀町　伊藤)

・木のぬくもりを感じて(五泉市佐野) ・森の素晴らしい宝物(三条　川又)

・県産針葉樹合板への取組み ・緑の百年物語フェスティバル

・佐渡の名木・巨木(佐渡森組　近藤) ・南魚沼の山を楽しんでいます

・頸北の名水（くびき野森組　棚岡) ・営業が一番

10月 林地開発許可制度30年

11月 越後杉で家づくり対策について 新潟県産横架材のスパン表

９月 新潟県が作成する森林情報について エノキタケ優良品種の開発

12月 道整備交付金について

きのこの秘密　エノキタケ

平成17年度の試験研究

８月 担い手の育成対策事業の取組みについて
・ブナが豊作になりそうです　地元産の種
子を活用しましょう

３月 中越大震災での県産材住宅の被害状況について

４月 間伐推進三ヵ年対策について

５月 平成16年の山地災害について ウワバミソウ（あかみず）の増殖

６月 木竹酢液認証システムについて ナメコ菌床栽培におけるカキ殻の利用

７月 にいがたの木の家づくり協議会の活動について
エノキタケ栽培におけるピンクカビの発生
と防除について

平成１７年（２００５）

１月 試験研究の今昔

２月 7.13梅雨前線豪雨による林道施設災害について 森林と昆虫の多様性



・小さな木のぬくもり園舎(新潟　愛泉幼稚園　ＴＲ設計　川俣) ・千谷沢地区生活環境保全林

・木へのこだわり・香りの家(上越市　（株）古田組) ・秋の森林感謝祭イン鏡ヶ池

・糸魚川の伝統文化「バタバタ茶」復活秘話 ・マタギ(山北町　大滝)

･幻の大滝とめだかの里へ(妙高市　植木)

消費者ニーズに沿ったきのこの生産体制を ・Ｉ　Love　林業　（東蒲森組　佐野） ・地域興しに向けた取り組み（上越）

　きのこ消費者アンケートより ・木の良さに触れる交流の家（阿賀野市　志田） ・東野名地すべり（南魚沼）

・熟達オペ確保研修 ・鮭にいのちの森を（いわふねエコセンター）

・奥阿賀森づくり週間（津川支部） ・震度７を乗り越えて（ＪＡ川口町）

・素材の魅力（村上　米沢）

・地域材の振興（村上製材協） ・宝の山を後世に（高根生産森）

・与板町営山沢住宅の設計（大橋建築設計事務所） ・阿賀町石間地区の取組（津川支部）

・新生さくら森林組合（小野） ・緑の少年団交流集会（上越支部）

・木材と山の復活（新穂森組　安治） ・自然素材と遊ぶ（アトリエエクセレンズ　佐藤）

・山林雑感（上越市安塚　小熊） ・木材情勢（（株）ザイエンス）

・建築士の役割（本間建設設計事務所） ・林道中魚沼丘陵線（南魚沼　曽根原）

・カシノナガキクイムシ被害対策 ・緑の少年団（妙高市　杉野沢小）

・アテビを植えて（佐渡森組　渡辺） ・つつじケ丘緑の少年団（糸魚川）

・森の名人　朝日村　鈴木チイノさん

・白炭を活かす　職人藤田五郎さん ・あけぼの緑の少年団（糸魚川）

・木の香りする校舎　糸魚川　西海小 ・緑化推進功労者総理大臣表彰

・自然と人間　南魚沼　上村潔 ・１０年を迎えて（東蒲森組　佐久間）

・林道を美しくする会の活動 ・木は最高のパートナー（工房妻有）

県民アンケート調査 ・山仕事を生業として（妙高　福田哲也） ・総合学習の取組（阿賀町西川小神谷分校）

森林・林業に関する県民意識 ・地域と共に生きる建築（（株）龍環境計画　横川） ・離島水源森林総合整備事業

・県産スギ間伐材製品の耐久性 ・サクラ並木作りの取組（燕市）

・なめこ栽培一筋　渡辺ヤス子さん ・緑の募金と県民参加の森林づくり

・山北町朴平　板垣福松さん

・しろ池の森管理と式年薙鎌打ち ・佐渡金北山は信仰の山（佐渡市）

・地域と共に生きる建築（その２） ・山本山に千本の桜を夢見て

・なめこ培養センター（ゆきぐに森組） ・山ウド採り日記２００６

・支障木を現場に活用（長岡） ・新「雪ぼうし」をよろしく（南魚沼）

・里やま学校の取組（日本自然学習実践センター　大嶋） ・森林の再生　（株）アグリパワー

・自分の山の木で造った家　栗田哲雄 ・治山事業による大久保集落の復活

・竹の利用拡大と竹林整備 ・緑の学校開催事業

・不燃木材の取組（ドライウッド上越） ・森林の館（十日町市立水沢中）

・ニックさんの活躍（くびき野森組）

・体験学習のすすめ（新潟　本間泰） ・大崎区財産管理委員会（南魚沼）

・重要文化財山口家住宅（糸魚川） ・森林科学館　明石浩見さん（東蒲）

・セナミスミレを育む（柴田治） ・森林の要　津南町森組　滝沢さん

・佐渡の林道を美しくする会 ・新任？普及指導員（新潟　五十嵐）

・辺地から見た偏見（佐渡　山岡） ・古式伐採「三緒伐り」（糸魚川　滝澤）

・木の薫る校舎（妙高市立新井南小） ・森林基幹道大倉峠線　西興産（株）

・林業経営費実態調査結果 ・白山を利用した教育活動（上越）

・伝統構法　木組の強さ（込田幸吉） ・緑の羽根にご協力ください

・中国製しいたけ菌床（新潟　関崎） ・秋のきのこイベント（津川　斎藤）

・みかわ天文台（小千田節男） ・越路のもみじを育てて広める

・粗朶が紡ぐまちづくり　若月建設（株） ・「海の森の集い」開催される

・村上大工の伝統と技と心意気 ・ぬながわ森組　松田美香

・森林管理道　大町躰畑線（上越） ・山里のめぐみ（工房うえの）

・折居スギの特徴（阿賀野市　長谷川） ・林道の思い出（佐藤勝則）

・山北町木材加工協　木村実 ・夏の妙高山麓は最高（上越　菅原）

・無人ヘリによる松くい虫予防散布 ・魚沼森の感謝祭in美人林

・林業実践者大学（新潟　本間） ・しいたけ販売（関川村森組　渡辺）

・杉之当の大杉（糸魚川　滝澤） ・越後杉の乾燥（長岡地域森組

12月 第5期森林組合広域合併基本計画

９月 県山林種苗協会による県内産苗木の供給
スギヒラタケに関連した２００４年の特異
事象

10月

越後杉ブランド（県産材）の利用拡大に向けた
取組

県産スギ材による合板の製造

８月 木材振興関係新規事業

７月

11月 新たな新潟県森林・林業・木材産業振興プラン 豊作年のブナ種子生産量とその予測

ナメコ新品種について

えのきたけ「雪ぼうし」のキャラクター

５月 進められる保安林の情報整備 激害化したナラ枯れ被害

６月 枝打ち機を利用した間伐材生産

１月 新春知事あいさつ 森林研究の評価

２月 新潟県南部の雪質について

３月
松くい虫抵抗性品種の育成と苗木の供給等につ
いて

ナメコ優良品種の開発

４月 暮らしに役立つ間伐材製品 平成１８年度の試験研究

平成１８年（２００６）


