
　林業行政情報 林業試験場通信 特用林産コーナー、ずい想他

・ずい想 ・なめこ共選施設（津南町森組） ・当県きのこ生産の現状と振興

　　ふるさと讃歌 ・この人（高野友栄　柏崎市） ・林道のふるさと２（銀山平線）

　　　　（土田孝雄） ・竹の皮の生産（赤泊村森組） ・スギ小径木の利用（大滝木材　能生）

・ずい想 ・トラマキタケの栽培（曽山康雄　月潟） ・林道のふるさと３（銀山平線）

　糸魚川街道・塩の道 ・カリオンパークで森林浴 ・ヒバの空中取り木（水沢一作　赤泊）

・モミジガサの栽培 ・広葉樹の生かし方（㈱関屋製材所） ・市民ふれあいの森（新井市）

・林業金融について ・木材業の体質強化（加藤栄四郎）

・ずい想 ・ハタケシメジの人工栽培 ・この人（大滝源一郎　朝日村）

　　炭焼き小屋 ・錦鯉（小千谷市） ・林道の将来（東蒲原）

・フェラーバンチャ（十日町森組） ・木材の防腐

・ずい想 ・高性能林業機械化促進基本方針 ・グリーンパーク親不知

　ふるさと讃歌 ・この人（三田賢作　津川町） ・シーサイドパーク名立

・エノキタケ栽培における光利用 ・提言（岩佐千代治　山北町） ・新林業士（平成３年度）

・スギのたらい舟（藤井孝一　羽茂町） ・人工乾燥と生産の実態

・ずい想 ・この人（俵山正亥　十日町市） ・人材確保の一工夫（村松町森組）

　神遊びの里にも春 ・船箪笥の角兵衛（新潟市） ・林産集落振興条件整備対策事業

・菌床きのこ栽培における水分管理 ・長岡スペースネオトピア 　　　（朝日村　特用林産物）

平成４年度の林業施策を聞く ・ずい想 ・この人（内藤房一　出雲崎町） ・さくらの里づくり（加治川村）

　　林政課長・治山課長 　　明星槙柏とヒスイ ・こしじの森ふれあいの郷（入広瀬村） ・山菜の発生環境改善（篠田）

・菌床きのこ栽培における換気 ・山づくりにロマンを（佐藤宏二　朝日） ・ケヤキにこだわる（別所昇　亀田町）

・ずい想 ・ぶな等樹林保護育成基金（高柳町） ・中之島町菌床しいたけ栽培

　木々に重ねた人生 ・島内初の木材乾燥施設（赤泊村森組） ・花とみどり館（小須戸町）

　　　　　　（菅原照夫） ・インドネシアへ炭焼き指導（守門村） ・「八海」地すべりのその後１

・ずい想 ・林業後継者技術体験事業 ・組合直営製炭（能生町森組）

　　筏場の今昔 ・この人（里村徳一郎　県森連上越） ・ヒバを利用した施設（両津市）

・ユリとタラノメ ・村の文化遺産（和島村） ・「八海」地すべりのその後２

・Ｈ３きのこ類の生産現状 ・記念講演抄録１（山崎完一）

・ずい想 ・大毎熊山田線の開設（山北町） ・原木しいたけ栽培（見附市）

　一木材商のあゆみ ・この人（高橋喜作　関川村） ・記念講演抄録２（山崎完一）

・木材コーナー　市振保育所（青海町）

・ずい想 ・マツノザイセンチュウ抵抗性育種 ・この人（加藤寅男　津川町）

　　花巡りの旅 ・林構と観光（三和村） ・特用林産物の生産動向

・コウゾの栽培と小出和 ・ログ風ミニハウス（三島郡中部森組） ・私と林道（小柳晋吾　下田村）

・地産材にこだわる（宮嶋木材㈲）

・ずい想 ・環境保護と合板 ・プレカット（苗場木材加工（協））

　　木を慈しむ ・ヒスイ峡フィッシングパーク（糸魚川） ・上越市の公社造林

・イチョウ葉の栽培（佐渡） ・マイタケの原木栽培（上川村）

・市町村森林整備計画制度 ・ずい想 ・乾しいたけの産地化（佐渡） ・ブナシメジの栽培（位下忍　小千谷）

・林業税制 　　緑の恵み ・高性能林業機械（十日町森組） ・金北山の崩壊復旧（相川林業）

・タラノメ栽培（柿崎町） ・この人（渡辺裕喜雄　糸魚川市） ・高田の風物詩　雪下駄

松くい虫被害木の効率的駆除
方法

　　　　　　　　　　　そ　　の　　他

平成４年（１９９２） 　

１月 新年を迎えて

２月 森林法の一部改正の概要

森林地域環境総合モデル事業について
’９１台風１９号により発生
した風害

３月 流域林業活性化推進事業 豪雪地帯の階段造林

４月 造林事業における環境林整備

５月 新潟県林業公社の概要と事業

６月 試験研究の現状と方針

７月 松くい虫被害対策特別措置法の改正延長
ギョウジャニンニクの発芽特
性

８月 今後の治山事業について

９月

10月 間伐推進事業について

11月 林業集落オアシス整備事業 ナメコ野生菌の育種

12月



・ずい想　鈴木牧之翁追慕 ・きのこ栽培実験棟完成間近 ・この人（斉藤和吉　山北町）

　　柿のしぶ　（林　明男） ・林道「角神五十沢線」開通 ・木造建築担い手研修会（中条町）

・美林をつくる（水沢孝雄　糸魚川） ・半日炭、飾り炭（星野求行）

・ずい想 ・ぎんなんの産地化（若井徳松　小国） ・ヒラタケの栽培（鹿瀬町）

　　梅が枝 ・１．５車線林道 ・木製「加茂サッシ」

・山菜導入のために ・粉炭木の開発（頸北森林組合） ・林友会（十日町森組ＯＢの会）

・ずい想 ・ジャンボシイタケの栽培（弥彦村） ・役場庁舎にスギ材（弥彦村）

　　はなにきて ・シイタケ栽培（神田高好　三川村） ・木材登録にみる木材産業の実態

・庄屋の家（大島村） ・越後平野の生成と治水事業

・ふるさと林道緊急整備事業 ・ずい想 ・林業機械化推進シンポジウム ・護徳寺観音堂（鹿瀬町　日出谷）

・公的分収林整備推進事業 　　こぶしの花 ・グリーンエキスパート第１期生 ・この人（本間治久　山北町）

・木の実栽培の導入 ・青年の山（大和町育林クラブ） ・長堤十里　加治川桜

・ずい想 ・森林科学館オープン（三川村） ・この人（横山勲　三条市）

　　箱づくし ・木酢液生産（湯之谷村森組） ・フォレストフォーラム２１

・屋根葺き替え用木端作り ・明日の住まい展

平成５年度の林業施策を聞く ・ずい想 ・アルプの里（湯沢） ・杢の里（大滝健治　浦川原村）

　　林政課長・治山課長 　　熊のこと ・縄作り（関川村森組） ・金津の中野邸（新津市）１

・ゼンマイの人工栽培

・新規事業できのこ主産地の育成を ・ずい想 ・日本海夕日の森（柏崎市　番神） ・竹炭の産地化（小木町）

・林地開発の森林法の規制 　アジアから見た日本 ・この人（駒形昭一　羽茂町） ・県・地方植樹祭（新発田市）

　　ビルマ　　（野口法蔵） ・林業科生徒の変化（村上桜ヶ丘高） ・金津の中野邸（新津市）２

・ずい想 ・赤玉生産森林組合（佐渡） ・昭和４０年災と重機掘削

　　チベット ・平場のシイタケ産地（加治川村） ・朝日工芸（朝日村　高根）

・若人（富永一成　湯之谷村森組） ・ぬながわ森林組合の誕生

・技術開発支援事業

・ずい想 ・じょんのび村（高柳町） ・県外からの就職（ゆきぐに森組 高野）

　カンボジア、タイ、ラオス ・県内におけるきのこ中毒 ・ドンデン山の復旧（相川林業）

・この人（嘉代昭一　栃尾市） ・岩谷山平等寺の薬師堂（東蒲原）

・路網整備（長谷川幸信　笹神村）

・ずい想 ・薪づくり（板倉町森林組合） ・この人（清田直昭　県緑推）

　　バングラディシュ ・若人（田巻和敏　岩船郡南部森組） ・広域総合生活環境保全林（新潟）

・水沢川の治山ダム工（津川林業） ・木彫と人形絵師

・木材需給対策協議会 ・薬草研究（県蚕業試験場）

・ずい想 ・木橋（高川橋　赤泊村） 産地化推進シンポ（山北町）

　　パキスタン ・学校林の造成（今井生産森　糸魚川） ・地域の特産品（吉田文雄　糸魚川）

・ずい想 ・育成天然林施業の実績と課題 ・観光きのこ園（三川村）

　　アジアから見た日本 ・ゆきぐに森林組合ものがたり（１） ・マッチからきのこへ（東亜燐寸㈱）

・第３７回新潟県森林まつり ・オガ粉生産（南魚北森組）

スギ林の保育作業の労力

平成５年（１９９３）

７月 きのこ菌種の分離培養と保存

１月 新年を迎えて

２月 県土保全と保安林

３月 グリーンエキスパート養成事業

10月 林業就労改善促進対策事業

４月

５月 林業の担い手の育成・確保の方向 試験研究の現状と方針

６月 複層林用のスギ品種

８月 緑と水の森林基金について

９月 山村と林業振興に総合対策がスタート アブラシメジの林地栽培技術

11月 森林施業計画について スギ造林地の雪食崩壊

12月 （財）にいがた森林整備担い手財団設立



・ずい想 ・コゴメの促成栽培（安塚） ・魚沼地方林業振興祭

　良寛施設めぐり ・ゆきぐに森林組合ものがたり（２） ・栃の実（遠山勝弘）

良寛記念館（大森正雄） ・この人（河内源太郎　関川村森組） ・若人（村上桜ヶ丘高）

・ずい想 ・県有林の複層林施業 ・小径木の活用（東蒲原森組）

　佐藤（吉太郎）耐雪翁 ・山北町森林組合物語（１） ・木材コーナー　高柳木材加工（協）

・佐渡の竹いろいろ ・この人（後藤定見　津川町） ・若人（金杉泰子　佐渡女子高）

・ずい想 ・この人（樋熊猛　十日町市） ・集成材（関沢木材㈱　糸魚川市）

　良寛像・詩歌碑 ・小田茂弘（山北町） ・若人（山崎昭夫　山本製材所）

（３月31日 特集号発行） ・薬草栽培（十日町） ・山北町森林組合物語（２）

・ずい想 ・小型運材車の安全について ・グリーンエキスパート二期生

　　良寛堂 ・「花林館」新津市 ・津南町森林組合物語（１）

・えのきたけ栽培 ・この人（小林智導　上越市） ・若人（加茂農林高）

・ずい想 ・水原町堀越山林組合 ・津南町森林組合物語（２）

　　光照寺 ・大潟海岸「日本海夕日の森」 ・こしじの森女性の会

・小林銘木店（新潟市） ・若人（岸俊之　村上桜ヶ丘高）

平成６年度の林業施策をきく ・ずい想 ・この人（藤木善平　津南町） ・守門村森林組合物語

　　林政課長、治山課長 　　良寛禅師墓 ・若人（後藤健児　三島郡森林組合） ・萌木まつり（秋山郷）

・シイタケ生産の現状 ・明日の住まい展

・ずい想 ・守門村森林組合物語 ・間伐材の有効利用（松野喜平二）

　　巨木と美林の島 ・津南きのこ販売５億円達成 ・この人（高野吉郎　加茂市）

　　磯の黒森（伊藤邦男） ・Ｕターンして（浜田忠夫　両津市） ・記念講演要旨１（佐藤彦一　秋田）

・ずい想 ・林道長走線の今昔 ・林構で運動用建物（金井町）

　　　原植生ブナ林 ・こしじの森女性の会 ・頸南森林組合広域合併への歩み

・野生きのこ　ハタケシメジ ・この人（大橋鍈一　栃尾市） ・若人（能登秀和　ぬながわ森組）

・赤泊村立川茂小学校 ・記念講演要旨２（佐藤彦一　秋田）

・澤将監の館（中之口村）

・ずい想 ・この人（大坂六雄　佐和田町） ・若人（須貝圭介　関川村森組）

　　暖帯林シイの島 ・赤泊村森林組合（１） ・たきがしら湿原（上川村）

・きのこ図鑑の食毒表記 ・藪の医者（樹木医　佐藤賢一） ・炭焼き体験ツアー（三川村）

・ずい想 ・日・ロ国際フォーラム ・若人（米山純　高柳町森組）

　ヤブツバキの島 ・高性能林業機械 ・この人（渡辺敏彦　青海町）

・ヒラタケの白こぶ病 ・赤泊村森林組合（２） ・広域基幹林道「重倉線」

・朝日村工芸事業協同組合 ・上川村立西川小学校神谷分校（１）

・ずい想 ・この人（鈴木倉義　朝日村） ・佐渡の舟山スギ、その後

　天然杉の島 ・若人（新津市小合小５年） ・治山事業の今昔（鍋倉昭次）

・きのこの産地化をめざして ・真夏の雪まつり（湯之谷村） ・上川村立西川小学校神谷分校（２）

・ずい想 ・林業金融について ・十日町森林組合

　　竹林の島 ・この人（斉藤健二郎　長岡市） ・三川村大沢の治山事業（恩田義勝）

・エノキタケの産地化 ・桐子モダン（加茂市） ・新潟県森林まつり

環境保全保安林のグレードアップ事業

平成６年（１９９４）

１月 初夢

ふるさと林道緊急整備事業

５月 豊かな森林づくり事業
スギ精英樹のスギカミキリの
抵抗性

９月 特用林産物の生産動向
ブナが雪に強いってどういう
こと

２月
新・美しい森林むらづくり特別対策　ふ
るさとづくり

３月
ノウサギ被害と忌避剤を用い
た防除

４月

12月 ふるさと森林整備事業のあらまし

６月 試験研究の現状と方針

７月 県青少年の森研修館 ナラ類の集団枯損被害

８月 保安林整備臨時措置法の一部改正

10月 森林整備担い手確保事業の実施

11月 林業構造改善事業の変遷と成果
マツノザイセンチュウ抵抗性
品種の育成


