
平成２８年度

北の国・森林づくり技術交流発表会プログラム

会 場 北海道大学 学術交流会館 北海道札幌市北区北８条西５丁目

平成２９年２月２日（木）

◎ 受付 ８：４５ ～

◎ 開会式（講堂） ９：３０ ～ ９：５０

◎ 発表

森林保全部門（講堂） ９：５０ ～ １４：００

森林技術部門（講堂） １４：３０ ～ １７：１０

森林ふれあい部門（小講堂） １４：３０ ～ １７：１０

平成２９年２月３日（金）

◎ 受付 ８：４５ ～

◎ 発表

森林技術部門（講堂） ９：３５ ～ １１：４０

森林ふれあい部門（小講堂） ９：３５ ～ １１：４０

◎ 特別発表（講堂） １３：００ ～ １５：１０

◎ 特別講演（講堂） １５：２０ ～ １６：２０

◎ 表彰式（講堂） １６：２０ ～ １６：４５

◎ 閉会式（講堂） １６：４５ ～ １６：５０
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平成28年度　北の国・森林づくり技術交流発表会　プログラム

発表順

１０：３５～１０：５５ 休　憩

１０：５５～１１：１０

森林保全部門（９課題）
（１日目）平成２９年２月２日　９：５０～１４：００

場所　講堂（２Ｆ）

北海道大学総合博物館　春木　雅寛

長﨑　正明

岩本　眞和

2

1

3

4

宗谷森林管理署　尾関　洋１０：２０～１０：３５

土砂崩壊扇状地にみる
治山事業の効果と植生
回復の未来像
～有珠山、森林がよみが
える～

にしんの森再生プロジェ
クトの１０年間の取組

　９：５０～１０：０５

１０：０５～１０：２０ 留萌南部森林管理署　織田　英明

道北日本海側の多雪地帯において、生物多様性保全の観点
から平成１９年より進めてきた「にしんの森再生プロジェクト」。
その１０年間の取組内容と成果、今後の課題について発表す
る。

大規模な土砂崩壊扇状地において谷止工や床固工といった
治山事業を長期に渡り実施してきた。土石の流動状況や植生
回復状況を調査・検証し、治山事業の効果や周辺の森林生
態系を基軸に有珠山の未来像を描く。

後志森林管理署　柳谷　藤男

今福　寛子
網走南部森林管理署 丸田　潤

最北で三方を海に囲まれた厳しい環境の宗谷地域において、
海岸防災林を将来にわたり活力ある森林として維持管理して
いくため、効果的・効率的な森林整備を行いながら、地域の施
業モデル林へ向けた取組を報告する。

最北の海岸防災林施業
モデル
～造成５０年を経て更な
る機能発揮への取組と
検証～

きれいな花を咲かせま
しょう！
～小清水原生花園での
植生回復（火入れ）事業
～

毎年、多くの花が咲き乱れ、地域の有数な観光地でもある
「小清水原生花園」。そこに突然訪れた、消滅という危機。研
究者や地域関係者の弛まぬ努力が再び花開かせた、数十年
に渡る取組について報告する。

森林保全部門（１日目） 1



平成28年度　北の国・森林づくり技術交流発表会　プログラム

発表順

１４：００～１４：３０ 休　憩

１１：５５～１３：３０ 休　憩

今野　智之 ・ 三間　武

雷別自然再生事業につ
いて

１１：４０～１１：５５

シマフクロウ生息地保護対象地域での取組後２０余年を経過
し、これまで重点的に取り組んできた①採餌環境整備②森林
環境整備③営巣環境整備の３点について、その取組経過と
成果及び今後の課題について報告する。

シマフクロウに関する当署のこれまでの取組や記録、知見等
から、その生息・生育に必要な条件等を解析し、森林施業に
おけるシマフクロウの生活や行動、生態に寄り添える森林整
備の手法や配慮等について考察する。

釧路湿原森林ふれあい推進センター 立野　政信

１１：２５～１１：４０

胆振東部森林管理署 林田　昌己

コタン・コロ・カムイがおし
えてくれたこと
～シマフクロウの棲む森
づくり２０余年のあゆみ～

釧路湿原の源流部の雷別地区で釧路湿原の環境の維持保
全のため、自然再生推進法に基づく雷別自然再生事業を
行っている。その過程で動物による食害が発生したことからそ
の調査方法と対策を発表する。

5 １１：１０～１１：２５ 十勝東部森林管理署 河尻　雅信

9

6

１３：４５～１４：００

根室地区におけるエゾシ
カ対策

根室地区におけるエゾシカ対策は、被害及び安全対策とシマ
フクロウに代表される生態系保護が密接に関連してる。こうし
た中、関係機関と連携し実施している対策及び活動について
報告する。

日常の業務で林道を通行するとエゾシカが多く見受けられ
る。このことから、シカが林道を通行しているのではないかと
の考えで、林道等を利用した捕獲方法が可能なのか考察し
た。その結果を報告する。

阿地　克美
根釧東部森林管理署 山本　卓也

１３：３０～１３：４５

7

8

高橋　秀明

シマフクロウにやさしい森
づくり
～林業との共生を目指し
た「シマフクロウ生息環
境整備地域」設定への取
組～

根釧西部森林管理署 細田　幸介

林道等を利用したエゾシ
カ捕獲を行うための一考
察

森林保全部門（１日目） 2



平成28年度　北の国・森林づくり技術交流発表会　プログラム

発表順

1 １４：３０～１４：４５ 森林技術・支援センター　山嵜　孝一
森林整備第一課　宿南　恭兵

北海道国有林におけるコ
ンテナ苗の効果の検証

コンテナ苗は、低コスト造林への期待のもとに導入され利用
が拡大しているが、北海道の主要造林樹種での効果や活用
法は試行段階にある。道内各署で得られたデータから、造林
コスト低減に向けた効果を検証する。

2 １４：４５～１５：００ 上川南部森林管理署　小林　龍雄
新井　雄大

再造林の低コスト化に向
けて放つ４本の矢
～①一貫作業②コンテナ
苗③低密度植栽④天然
更新～

主伐期に達した林分が増加する中、確実な更新を確保するた
め、再造林経費の低コスト化が課題となっている。この課題
克服に向け、平成２７～２８年度にかけて挑戦してきた４つの
取組について発表する。

3 １５：００～１５：１５ 網走西部森林管理署西紋別支署　小澤　雄
山中　泰広

造林作業の省力化と低コ
スト化へ向けて
～低密度植栽試験地の
設定～

今後、道内の国有林は主伐の急激な増加が見込まれ、再造
林の省力化と低コスト化が課題となる。網走西部森林管理署
西紋別支署では低密度植栽による有効性の比較検証を目指
し試験地を設定した。設定条件及び現況について発表する。

１５：１５～１５：３５ 休　憩

4 １５：３５～１５：５０ 渡島森林管理署　佐々木　聖
本田　誠

低コストを目指したトドマ
ツの低密度植栽本数の
検証

今後、更新面積が増大するトドマツ人工林において、低コスト
を目指した低密度植栽の有効性を検証するため、当署では強
度除伐による疑似低密度植栽試験地を設定し、将来に向け
たメリット・デメリットを検証する。

森林技術部門（８課題）
（１日目）平成２９年２月２日　１４：３０～１７：１０

場所　講堂（２Ｆ）

森林技術部門（１日目） 3 



平成28年度　北の国・森林づくり技術交流発表会　プログラム

発表順

5 １５：５０～１６：０５ 十勝西部森林管理署東大雪支署　久保　拓士
栗島　洸

GPSを用いた収穫調査区
域測量の方法の検討と
実践

平成２８年度の収穫調査規程の改定により、収穫の区域測量
にGPSが使用可能になった。本研究では、実際にGPSを用い
て区域測量を行い、コンパスと比較したGPSの有用性と、GPS
による調査手法を明確にした。

アカエゾマツ精油による
ストレス軽減と抗菌作用

アカエゾマツ精油に、ヒト唾液中コルチゾールを減少させるス
トレス軽減効果を認め、更に、黄色ブドウ球菌などの増殖を
阻止する抗菌活性を認めた。今後の有効利用が期待される。

6 １６：０５～１６：２０ 檜山森林管理署　馬渡　玲翔
岡崎　香奈子

当署の人材育成（職場内
研修「ＯＪＴ」）
～研修から実務へ～

若手職員の比率が高くなる中、人材育成は重要な課題であ
り、当署では、様々な取組を進めてきた。本発表では、署内の
ＯＪＴの紹介とＯＪＴを受けて若手職員が実践したこと、また今
後の課題等を検討する。

8 １６：５５～１７：１０ 北海道大学大学院農学院　和田　尚之

トドマツの核DNA量の地
理的変異

トドマツの核DNA量の地理的変異を調べた。核DNA量は地域
間で有意差があり、海抜高が高く降水量が少ないほど僅かに
大きかった。遺伝的管理では産地の海抜高ならびに降水量
への配慮の重要性が示唆された。

１６：２０～１６：４０ 休　憩

7 １６：４０～１６：５５ 酪農学園大学獣医学類　醍醐 由香里
垣本　愛 ・ 友善　良兼

根釧西部森林管理署　土居　拓務

森林技術部門（１日目） 4 



平成28年度　北の国・森林づくり技術交流発表会　プログラム

発表順

2

日高北部森林管理署　山本　晃揮

平取町役場　藤谷　直樹

留萌北部森林管理署　加村　泰裕

3

「北のしじみの森林づく
り」を通して感じたこと
～日本一地域に密着した
森林管理署を目指します
～

今年度、新たな植樹イベントを実施したところ、当署の知名度
が低く、地域との繋がりが希薄であると感じた。このため、地
域に密着し、信頼を高め、その期待に応える森林管理署を目
指した具体の方策について検討した。

１４：４５～１５：００

中田　忠行
1

１５：００～１５：１５

国際ワークキャンプ受け
入れの歩み
～森林ボランティア活動
のあり方について～

これまでの十数年に及ぶ国際ワークキャンプ受け入れの紹
介と、その中から見えてきた森林ボランティア活動の課題と今
後のあり方について考察した。

NPO法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ　遠藤　潤4

森林ふれあい部門（８課題） 
（１日目）平成２９年２月２日　１４：３０～１７：１０

場所　小講堂（１Ｆ）

１４：３０～１４：４５

「２１世紀・アイヌ文化伝
承の森」プロジェクトの推
進に向けた取組み

「２１世紀・アイヌ文化伝承の森」再生計画推進のための協定
を平成２５年４月に平取町、平取アイヌ協会、北海道森林管
理局で締結した。北海道の古来の森林の再生に向けたプロ
ジェクトの取組を発表する。

駒ヶ岳・大沼ふれあいセンター　小林　薫
一般財団法人北海道国際交流センター　池田　誠

１５：１５～１５：３５ 休　憩

１５：３５～１５：５０

森からつながる地域づく
り
〜持続可能な地域の環
境保全のしくみ〜

私たちは、百年後につなげる里山づくりを地域住民と一緒に
推進している。学び楽しむ場と機会を創出し、環境保全に対し
て行動できる人材を育成することが、持続可能な地域の環境
保全につながる事例を紹介する。

森林ふれあい部門（１日目） 5



平成28年度　北の国・森林づくり技術交流発表会　プログラム

発表順

8

知床世界自然遺産を支
えるグリーン・サポート・
スタッフ（GSS）の地域と
結びついた活動報告と今
後の可能性

知床が世界自然遺産に登録され１２年目を迎えた。その翌年
に知床GSSが活動を開始し１１年目となる。これまで行ってき
たこの地域ならではの活動報告やこれからの展望について
考察する。

１６：５５～１７：１０

5

知床森林生態系保全センター　和田　哲哉

6

7

石田　豊勝

１６：０５～１６：２０

シラカバ樹皮の活用と地
域とのつながり

ニセコ町の町木「シラカバ」は、リゾート地としての景観も演出
している。今回は、シラカバ樹皮を用いたクラフトを地域に広
めるため、地域関係者とのつながりや、森林整備と結びつけ
た取組について報告する。

地元の森林官や後志森林管理署とともに歩んできた「黒松内
ブナ林再生プロジェクト」の平成１９年の発足から１０年間の活
動をふりかえり報告する。

１６：２０～１６：４０

１６：４０～１６：５５

黒松内ブナ林再生プロ
ジェクトの１０年間の活動
報告

よりよい森づくりをめざし
て
～市民活動による森林
調査と施業方針の策定
～

当ボランティアは、主に札幌市近郊において間伐、下刈りなど
の森林整備を行っている。平成２７年度から、よりしっかりとし
た施業方針をたてるべく森林調査を行ってきたので、その成
果と今後の展望について発表する。

休　憩

黒松内ブナ林再生プロジェクト　新川　幸夫
斎藤　均

間伐ボランティア札幌ウッディーズ　坂本　雄

ニセコ町地域おこし協力隊　澤田　佳代子

１５：５０～１６：０５

森林ふれあい部門（１日目） 6



平成28年度　北の国・森林づくり技術交流発表会　プログラム

発表順

9 　９：３５～　９：５０ 網走中部森林管理署　若林　甫

地域における林業従事
者の確保に向けた課題

林業従事者の確保が課題となっている中、管内の林業事業
体に対し林業従事者の現況について調査を行った。その結
果、従業員の年齢構成や採用方法に特徴や課題が見られた
ので、その内容について考察する。

１０：２０～１０：４０ 休　憩

10 　９：５０～１０：０５ 石狩森林管理署　横江　美幸 ・ 後藤　青葉
積丹町農林水産課　小原　準平

森林整備センター札幌水源林整備事務所　渡辺　洋平

「北海道初の共同施業団
地」継続への取り組み

平成２０年１１月に北海道初となる森林整備推進協定が積丹
町、森林整備センター札幌水源林整備事務所と当署で締結さ
れた。その後平成２５年度に更新され、第３期目の今後に向
けたあり方を考察する。

11 １０：０５～１０：２０ 空知森林管理署　小國　敬篤

空知地域における民有
林支援の取り組み

民有林支援の取組として、民有林支援体制整備により効果
的、積極的に推進するため、地域ニーズや課題の詳細把握と
市町村森林行政担当者等の経験浅い者を対象とした勉強会
開催、今後の取り組み等について報告する。

12 １０：４０～１０：５５ 空知森林管理署北空知支署　山口　恭平
原　賢太郎

地表処理更新箇所にお
ける今後の施業について

空知森林管理署北空知支署管内における、低コスト造林の
一つである地表処理実施箇所の実態を踏まえ、更新状況に
合わせた施業を検討したので紹介する。

森林技術部門（７課題）
（２日目）平成２９年２月３日　　９：３５～１１：４０

場所　講堂（２Ｆ）

13 １０：５５～１１：１０ 日高南部森林管理署　三瀬　友美子

優良広葉樹材の生産に
向けた二次林の活用に
ついて

大正時代に皆伐された跡地に、実生及び萌芽によって更新
成立した広葉樹二次林について、広葉樹の優良材を生産す
る林分への誘導、保続性の確保を図るため、施業の対象地、
今後の方針等を検討したので報告する。
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平成28年度　北の国・森林づくり技術交流発表会　プログラム

発表順

北海道日高振興局森林室普及課　大槻　亨

天然林有用広葉樹の大
径材生産に向けた施業
について
～施業後の成長経過～

天然林有用広葉樹（ナラ類、イタヤカエデ等）の大径材生産に
向けた施業技術の普及・定着を目的に、昭和６１年に設定し
た試験林が３０年を経過したことから、成長調査を基に今後
の施業方法等を検討したので報告する。

15 １１：２５～１１：４０ 上川中部森林管理署　澤田　卓也

全木集材の普及に向け
て

平成２８年に策定された森林・林業基本計画において、原木
の安定供給体制の構築に向けた施策として全木集材の普及
が示された。その有効性や導入に向けた課題等を把握する
ため、試行した結果と今後の考察を報告する。

14 １１：１０～１１：２５
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発表順

森林ふれあい部門（7課題） 
（２日目）平成２９年２月３日　　９：３５～１１：４０

場所　小講堂（１Ｆ）

9 　９：３５～　９：５０ 常呂川森林ふれあい推進センター　近藤　光栄

森林環境教育の推進を
めざして

常呂川森林ふれあい推進センターでは、学校を対象とした森
林教室等が少ない現状をふまえ、学校側（教員）の森林環境
教育への関心・思いを把握するためにアンケート調査を実施
した。その結果と考察を発表する。

奥村　友哉 ・ 田村　朋花

林業専攻高校生が抱く
「林業・木材産業への思
い」

近年、帯広農業高校では林業・林産業関係への就職希望者
が一定の割合で増えている。また、私たち２年生も林業関係
への就職希望者が６割以上となっており、様々な体験プログ
ラムや授業を通じて感じた産業への魅力、就業へ向けた意識
について考察する。

11 １０：０５～１０：２０ 十勝西部森林管理署　片山　洸彰
竹部　修二

将来の森林づくりを担う
人材育成への貢献
～森林・林業教育支援プ
ログラムの取組～

森林・林業における課題の一つとして、将来の森林づくりを担
う人材育成は重要な課題である。北海道帯広農業高等学校
（森林科学科）と連携して取り組んだ森林・林業教育支援プロ
グラムについて報告する。

10 　９：５０～１０：０５ 北海道帯広農業高等学校森林科学科　西久保　圭祐
伊藤　涼香 ・ 小杉　龍星
小杉　亮太 ・ 松橋　杏華

１０：２０～１０：４０ 休　憩

12 １０：４０～１０：５５ 石狩地域ふれあい推進センター　大野　浩司

中学生が造るゆめの森
～能動的学修（アクティ
ブ・ラーニング）の実践～

これまでの森林教室からステップアップし、生徒自らが目指す
森林のイメージを描き、それを現実のものとするためには何を
すれば良いのか自ら考え、実行している森林づくり（能動的学
修）について報告する。
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発表順

13 １０：５５～１１：１０ 網走西部森林管理署　石川　寛
濵田　美雪

「遊々の森」における森
林教室
～地域に密着した教育活
動について～

芭露小学校の児童たちは、森林とふれあう中から「自然を大
切にする」ことを学んでいる。この「学び」には遊々の森協定
や地域との連携が貢献していると思われることから、これまで
の取組について発表する。

14 １１：１０～１１：２５ 上川北部森林管理署　二瓶　晃徳
長岡　愛加

地域貢献に向けた取組
み
～森林環境教育「遊々の
森」もりもり大作戦～

森林環境教育活動の支援として「遊々の森」協定を通した一
層効果的な取組が求められている。この度、小学校の「総合
的な学習の時間」の実施メニューにマッチした森林環境教育
プログラム等を作成したので報告する。

15 １１：２５～１１：４０ 北海道旭川農業高等学校森林科学科　渡邉 大地
桜田 大介・東光 凌雅

木 の 大 切 さを 伝え よ う
パート６
～木育でつながる森と人
と人～

木の町である旭川市で林業を学ぶ高校生が地域の子供達に
対して、各種連携機関と協力し「木育」活動を実践し、森林の
重要性や木の大切さを学んでもらい、将来の林産業理解者
や担い手を育もうとしている。
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2 １３：３０～１４：００ 北海道立総合研究機構林業試験場道東支場　中川　昌彦

1 １３：００～１３：３０ 森林総合研究所北海道支所　原山　尚徳
森林総合研究所北海道支所　山田　健

地拵と下刈を重視した再
造林の低コスト化、省力
化の試み

森林総合研究所　宇都木　玄

北海道の人工林の６５％を占める傾斜２０°以下の緩中傾斜
地において、造林コストの中でも高い割合を占める地拵と下
刈を重視した再造林手法の開発について、森林総合研究所
北海道支所を中心に行った研究を紹介する。

森林総合研究所北海道支所　佐々木　尚三

森林総合研究所林木育種センター北海道育種場　矢野　慶介

フィンランドにおける林業
および林木育種事情
～北海道における現状と
の比較～

フィンランドは、年６，０００万㎥の木材を伐採する林業大国で
ある。本発表では、昨年視察したフィンランドの林業事情と、
優良な種苗供給を目的に進められている林木育種事業につ
いて、北海道との比較を交えて紹介する。

１４：００～１４：１０ 休　憩

特別発表（４課題） 
（２日目） 平成２９年２月３日　１３：００～１５：１０

場所　講堂（２Ｆ）

4 １４：４０～１５：１０
北海道立総合研究機構林産試験場　村上　了

成熟化するトドマツ人工
林材の材質と利用技術
の開発

トドマツ人工林材は資源の成熟化に伴い，大径化の進行が
予想されるが，大径人工林材の性状については未知な部分
が多い。そこで利用適性に関する知見を得るために材質評価
を行うとともに，利用技術開発を行った。

北海道立総合研究機構林産試験場　澤田　哲則

北海道立総合研究機構林産試験場　藤原　拓哉

北海道立総合研究機構林産試験場　松本　和茂
北海道立総合研究機構林産試験場　平林　靖

トドマツ人工林の天然更
新における課題
～天然更新している幼稚
樹は上木を皆伐したら育
つか？～

トドマツ人工林の天然更新における課題について整理すると
ともに、上木を皆伐したトドマツ人工林において、前生稚樹の
成長や枯死について調査した結果、稚樹の成長促進が成功
している事例について報告する。

3 １４：１０～１４：４０
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特 別 講 演 

（２日目）平成２９年２月３日 15：20～16：20 

場所 講堂（１Ｆ） 

CLT 工法について （情況と今後の展開） 

一社）日本 CLT協会 専務理事 河合 誠 氏 

ヨーロッパで誕生した CLT は、その技術が北米・オーストラリアに展開して、木造建築の高層化を実

現する一要因となっている。一方、日本においても 2016年 4月に CLTが建築基準法に位置づけられ、い

ままでのように 1棟ごと国土交通大臣の認定を取得することなく、一般の建築物と同様の取り扱いで建築

できることとなった。 

ただし、材料強度の幅を持たして強度の高い材料はそれなりの使い方ができるようにしたり、中層建築

が可能なような耐火仕様を準備するなど、まだまだ解決すべき課題は山積している。このような状況の中、

昨年末時点で、39物件が建設され、25件ほどの CLTを用いた建築の設計が進んでいる。 

今後、ますます CLT 建築物を伸ばすには、まず研修が第一歩と考えている。昨年度、告示解説や設計

施工マニュアルの研修を行い、1300名の方に受講いただいた。つくばに建設した実験住宅 CoCo、CLTの

見学者や種々の説明会を合わせると 28年度で 1万人の方に CLTについて説明ができたと考えている。各

地に CLTを用いた建築物が完成していくとさらに CLTの理解度はエンドユーザーを含めて浸透してゆく

こととなろう。 

国土交通省、林野庁が作成したロードマップによると平成 36年度までに CLTの年間生産量を 50万ｍ３

とする計画であり、そのためのコストダウンも大きなテーマとなっている。 

量的拡大とコストダウンをバランスよく進め、そのためのイノベーションを実行することおよび国産木材

の価値と効果を川下から川上までよく連携して国産木材利用を先進的に進めることが CLT に求められて

いる使命と考えている。 

【参考情報】 

・2016年公布・施行 CLT関連告示解説書 公財）日本住宅・木材センター 

・2016年度版 

CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル 同上 

・新たな建築材料 CLTとは 創樹社 

・CLTで拓く地域づくり  CLT建築推進協議会 




