
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

新春雑感 ・木造住宅コンクールの人気投票 ・県農産漁村女性フォーラム ・この人　岡田宏一（新井市）

県林業試験場長 ・ずい想「森林と野鳥」～６月 ・道院自然ふれあいの森（栃尾市） ・若人は考える　村上桜ヶ丘高

・村松町森林組合 ・出雲崎天領の里

・木の椅子大好き（津南町） ・この人　金子功（村松町）

・佐渡森林組合の発足 ・若人は考える　加茂農林高

・奴奈川の郷（糸魚川市） ・町有林の保育（青海町）

・阪神大震災と木造住宅 ・この人　加藤忠也（津川町）

・朝日村熟年者林業クラブ ・森林インストラクターとして

・松林保護樹林帯造成（神林村） ・魅力ある治山事業

・木造住宅コンクール結果発表 ・高根生産森林組合（朝日村）１ ・若人　十日町森林組合

・ぜんまいの産地化 ・閑話休題 ・若人　小千谷市建築組合

・県人事異動

・高根生産森林組合（朝日村）２ ・この人　板垣茂樹（山北町）

・林構林道赤倉岐線（新発田市） ・妙高ふれあいパーク（妙高村）

・グリーンエキスパート３期生

しいたけ栽培による地域林業の活性化 ・公共木造施設の導入（新発田市） ・この人　根津和育（妙高高原町）

　関川村森林組合 ・合併に向けて　長岡市森林組合 ・若人　上越市立桑取小学校

・木地屋の里（糸魚川市） ・治山事業をよろしく

・佐渡産乾しいたけ入札会 ・さくら森林組合の発足 ・この人　中野正剛（栄町）

・ずい想「きのこの再発見」 ・民具工芸　江川宗男（上川村） ・若人　三川村森林組合

　　　早川幸一(12月まで） ・森は海の恋人　畠山重篤（宮城） ・外材の産地事情と円高の影響

・水と緑のネットワーク新津川 ・佐渡素浜バンガロー

・ポーラースター神林（神林村） ・この人　花野晶英（中条町）

・優良林分入賞者　山田収作 ・若人　村上小学校

・狐の嫁入り屋敷（津川町） ・大佐渡の林道（中村貞衛）

・水原代官所の復元 ・若人　東蒲原郡森林組合

・ワサビ・クロモジ　鍬柄沢生産森組 ・7.11他林業関係被害

・シナの木とシナ織り（山北町） ・「新潟のスギ」の発行

・こしじの森女性の会　栃木研修 ・この人　中沢ヒサヲ（糸魚川）

・緑と水の保全シンポジウム ・日本海沿岸外材対策協議会

・森林科学セミナー ・この人　堺信男（相川町）

・大断面集成材　志田修一（長岡） ・記念の森　グリーンメモリー

・大石森林総合利用組合（関川村） ・林道の現場は難しい

・緑の教室に参加して（見附小） ・県森林まつり

・重要伝統的建造物（小木町） ・この人　長谷川勇（西山町）

・米のパラダイス（三和村） ・町の活性化（安塚町）

　　　　　　　　　　　そ　　の　　他

黄金（銀杏）の里（村松町）

12月 林道事業における間伐材の利用 高性能林業機械リーダー養成研修 エノキタケ栽培における米糠の代替材

有望な野生きのこ（ハタケシメジ）

９月 間伐材活用100万本運動と公共土木工
事への木材活用

スギ・ヒバ二段林における下木の成
長と雑草林の再生量

東蒲原の観光クリ園

海岸クロマツ林における菌根菌の遷移

積雪地帯の葉枯らし

６月 新潟県の林業関係の予算 試験研究の現状と方針

11月 木材産業等高度化推進資金制度 スギと広葉樹の人工混交林

10月 高性能林業機械オープン式典の開催 フォレストテクノ山北

７月 森林共済セット保険 酸性雨等森林衰退モニタリング事業

８月 水源地治山対策事業と緑のダム整備
事業の創設

高性能林業機械化の幕開け

平成７年（１９９５）

１月 知事あいさつ

２月 山村地域活性化に貢献する林業地域
総合整備事業

ハンノキ利用によるきのこ栽培 生しいたけの自然木栽培

３月
治山事業におけるうるおいのある生
活環境整備について

魚沼地方における雪質の地域差 かやの実大作戦（赤泊村）

４月 県内各地の林業構造改善事業の成果 耕作放棄田へのハンノキ造林

５月 新潟県造林長期計画の改定



・マイタケの原木栽培 ・林業公社の分収林制度 ・緑を守る樹木医（松田氏淑）

・ずい想　赤井亘恵 ・林道南葉山線の工事（糸魚川） ・木の香りウッドフラワー誕生秘話

　　　　　　　(６月まで) ・木造宿泊施設コンクール ・川口生産森林組合（三川村）

・ぬながわ森林組合 ・若人　ゆきぐに森林組合

・楽市じぱんぐ（三川村） ・森林を守るヒメネズミ

・この人　徳永勇（上越） ・ホワイトピア六日町

・この人　長野勝雄（長野工機） ・東蒲の林道

・この人　山崎吉蔵（能生町） ・木材・木造建築フォーラム

・子供達の炭焼き体験（十日町市） ・木材利用相談センターの開設

・林業活性化フォーラム（東蒲原） ・宿泊施設コンクール発表

・この人　市川勉（上越市） ・東蒲原郡森林組合

・オートキャンプ場（佐和田町） ・新穂村森林組合

・この人　鈴木茂（岩室村） ・越後おぐに森林公園

・巣本小学校（五泉市） ・民宿「雲天」（塩沢町）①

・中魚沼の林道工事 ・若人　川西町上野小学校

・㈱義介建設と治山工事森林整備 ・長岡地域森林組合の発足

・林道馬場元町線（長岡） ・民宿「雲天」（塩沢町）②

・みどりの里（朝日村） ・神道山公園（能生町）

・平方賢一氏のしいたけ栽培 ・くつろぎは木造施設（鹿瀬町） ・若人　内山和弥（長岡地域森組）

・ずい想　さくらの天然記念物　松田氏淑 ・林道新保岳線（村上） ・川舟の作り方（志田誠：津川町）

　　　　　　（１２月まで） ・ミニ林業経営（関川村：須貝正吉） ・総会記念講演要旨（小林一三）

・板倉の郷（板倉町）

・木材需給の話題から ・若人　板垣真（山北町森組）

・北野大と緑を語る ・芦沢高原ハーバルパーク津川

・森林土木この人　斎藤光夫 ・総会記念講演要旨（小林一三）

・魚沼地方のきのこ生産の現状と課題 ・この人　関沢毅夫（吉川町） ・組合コーナー　南魚北森林組合

・ケヤキの天然記念物 ・ふるさとの木ふれあい事業 ・木の芸術品組子（猪俣精一　上越）

・若人　近藤豊（佐渡森林組合） ・木炭、木酢液（保坂達二　糸魚川）

新たな林業の展開 ・シイタケの人工ほだ場と害菌対策 ・若人　本間宏幸（村上桜ヶ丘高） ・治山事業にもっと木を（相川林業）

県産材戦略プロジェクト事業 ・イチョウの天然記念物 ・ゆとり館、ふぁみりー館（能生町） ・親と子の森林ふれあいツアー

・きのこ一筋３０年　金沢崇（広神村） ・森と湖に親しむ旬間（六日町）

・中越地区きのこ祭り ・木造校舎　両津市立前浜中 ・木造と鉄筋　堀之内町民体育館

・カツラの天然記念物 ・この人　佐藤甚左エ門（羽茂町） ・若人　長岡市立阪之上小

・組合コーナー　佐渡森林組合 ・柏崎ぶどう村

・きのこの菌床処理と現状 ・五頭の治山工事　㈱前田組 ・この人　山後弘（三島町）

・社・樹叢の天然記念物 ・新潟県森林まつり ・若人　中野武志（十日町森組）

・組合コーナー　南蒲原森林組合 ・林業地　巻町峰岡地区

・新発田市滝谷森林公園 ・ふれあい林業事業（長岡市）

・エノキタケ栽培におけるフスマの利用技術
・ずい想　スギの天然記念物

12月 山地災害危険地区の再点検について

７月 林野三法の概要 太めのブナにしませんか

８月
儲かる間伐「道端５０メートル搬出
運動」の展開

９月 森林資源基本計画と森林計画
３０周年を迎えた「越路実験展示
林」その２

10月 手漉き和紙と楮（こうぞ）栽培

11月 「もりの学園整備事業」のあらまし
ヒノキ幼齢林に発生した野ねずみ
害・干害・雪害

６月
新潟県の林業関係予算（平成８年
度）

試験研究の現状と方針 福祉施設で炭焼き（湯沢町）

３月
第三期森林組合広域合併基本計画
（案）について

スギノアカネトラカミキリ被害状況
イチョウ・ぎんなんシンポジウム（小国ぎんな
ん生産組合）

４月
（社）新潟県緑化推進委員会設立さ
れる

２月 経営基盤強化林業構造改善事業 きのこ菌床栽培上の害菌について

５月 市町村森林整備計画制度について
３０周年を迎えた「越路実験展示
林」

まいたけのよもやま話

えのきたけ栽培経営の安定化に向けて

平成８年（１９９６）

１月 知事あいさつ 高性能林業機械への期待



・試験研究のゆくえ ・かや葺き屋根の家から ・道玄池いこいの森森林公園（村上） ・木造校舎　大和町立後山小

・木材の乾燥方法 ・若人　斎田陽子（長岡林業） ・森林林業活動フォーラム

・組合コーナー　頸南森林組合 ・地域振興西東　入広瀬村

・木造施設コンクール（公共施設）

・林道東秋山線のトンネル工事 ・組合コーナー　舞子生産森組

・「ゆあみ」周辺木造施設（浦川原村） ・若人　宮田禎（ゆきぐに森組）

・この人　加藤政人（㈱小田島建設） ・地域振興西東　吉川町

・若人　上田政幸（東蒲原郡森組） ・越後山脈森林生物遺伝資源保存林（村松営林署）

・組合コーナー　三島郡森林組合 ・この人　今井保一（長岡市）

・我家の懐古録　村田建志（柏崎） ・宮柊二記念館　堀之内町

・アクセス林道亀石線（松之山町）

・中浦ヒメサユリ森林公園（下田村） ・若人　長谷川裕子（村上林業）

・この人　小田和弘（山北町） ・西頸城の治山　望月幸雄

・木造施設コンクール結果発表 ・甦る巨木　太郎杉（赤泊村）

・ヒバ種子の発芽特性 ・木造校舎　新発田市立車野小 ・若人　弥彦村立弥彦小

・きのこ実証検定棟竣工 ・組合コーナー　大白川生産森組 ・地域振興西東　関川村・

・雪国の住宅づくり　山本秀敏（上越）

・桜公園（加治川村） ・この人　田村春満（聖籠町）

・H7.7.11水害（長岡林業） ・地域振興西東　黒川村

・若人　相川和博（頸南森林組合） ・星野副会長に勲五等瑞宝章

・新潟産ぎんなんの現況と将来 ・吾潟ふれあいセンター（両津市） ・若人　樋口裕一（ぬながわ森組）

・ずい想「東蒲原の自然」 ・この人　小田毅（朝日村） ・紅葉山公園（畑野町）

　　　　（１２月まで） ・林道哺土原線（村松町） ・スギ小径材で湾曲集成材（志田材木店）

・総会記念講演要旨（海老沼敏夫）

・古い町並みの情緒（津川町） ・じょんのびの里（高柳町）

・この人　佐藤賢一（樹木医） ・治山事業に心（㈱富樫組）

・総会記念講演要旨（海老沼敏夫） ・スギでスギ花粉症を制す

・環境にやさしい林道事業（村上） ・農村体験学習（糸魚川）

・この人　浅野重栄門（柏崎市） ・木材需給協議会の話題から

・狐の嫁入り行列（津川町） ・若人　ブナ林観察会

・森林インストラクター　古川弘 ・地域振興西東　豊栄市

・若人　長永明（高柳木材加工（協） ・中山間地対策と大杉公園　三島町

・利雪を考えた水源地対策

・間伐材活用（新潟林業） ・道院自然ふれあいの森（栃尾）

・小径木加工の現状（東蒲原郡森組） ・若人　宮野将史（ゆきぐに森組）

・この人　斉藤健重（糸魚川市） ・森林整備合宿の集い

・海岸林で育樹祭（聖籠町） ・この人　大平勉（金井町）

・のびやかＪプラン（上越市） ・林道治山のはなし（㈱巴山組）

・若人　稲葉強（村上桜ヶ丘高） ・新潟県森林まつり

９月
妙高山麓県民の森に「もりの学び
舎・宿泊施設」がオープン

高性能林業機械に関する試験研究 竹の活用（大湊文吉商店：加茂市）

６月
林業労働力確保支援センターについ
て

試験研究の現状と方針 ワラビの人工栽培

７月
林業労働力確保法に基づく林業事業
体の認定について

10月
間伐材活用１００万本運動とこれか
らの間伐実施

森林の公益的機能と森林管理 タラノキ野生系統の選抜

８月 新潟県森林・林業基本構想 コーンハールを使ったナメコ栽培法 ケナフ栽培

12月 森林地図情報システムについて ＪＡＳのはなし ブナシメジ野生菌株の栽培特性

11月 林業関係金融最前線 天然林の間伐と調査 中山間地における薬用植物の栽培

ブナの穿孔性害虫被害

４月 林野公共事業の再編と新規事業 ・（協）加茂ウッドシステム きのこ技術研究会（長岡技科大　宮内信之助）

５月
これからの松くい虫被害対策につい
て

新潟地区のきのこ生産と希少きのこ

平成９年（１９９７）

１月 知事あいさつ
・ずい想「双体道祖神訪ねある記」
   　島田常雄（６月まで）

２月 林業公社の概要と事業 ・高性能林業機械の現状 シイタケ菌床栽培における主な栄養材の効果

３月
林業経営基盤の強化並びに木材の生
産及び流通の合理化に関する事項に
ついての基本構想

・多雪地帯におけるスギ複層林内の
積雪環境

タラノキ野生系統の特性


