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Ⅰ 屋久島森林環境保全センターの概要 
 
 

１  設置の目的 

  屋久島の国有林面積は約３８千ｈａで、島の９１％を占める総森林面積の約８４％を有しており、

このうち 約１０千ｈａが世界自然遺産に登録されるなど極めて貴重な森林が多い。このため、九州

森林管理局では、従来から国有林の約４０％（１５千ｈａ）を森林生態系保護地域に指定するなどそ

の保全に努めてきたところであるが、今後更に自然遺産の厳正な保護及びその周辺地域を含めた森林

環境の適切な保全・利用に資するため設置したものである。 

 

 

２  沿革等 

明治１９年(1886) ５月 鹿児島大林区署宮之浦派出所設置 

明治２４年(1891) １１月 屋久島小林区署と改称 

大正１２年(1923)  ６月 上屋久小林区署と下屋久小林区署に分割改組、 

翌年上屋久営林署に改称 

平成  ４年(1992) ３月 屋久島森林生態系保護地域指定 

平成  ５年(1993) １２月 世界遺産条約に基づく自然遺産として登録 

平成 ７年(1995)  ３月 下屋久営林署と統合・改組し、屋久島営林署と改称 

屋久島森林環境保全センタ－を設置 

平成１１年(1999) ３月 屋久島森林管理署と改称        

    

 

 

３  森林環境保全センタ－の主な業務 

（１）自然遺産保護のための調査等に関する業務 

森林総合研究所、林木育種センタ－、大学等学術研究機関と連携を図りつつ、世界遺産地域を含

む森林生態系保護地域等における自然環境の保護・保全及び調査、試験等を行う。 

 

（２）治山事業に関する業務 

国有林における森林の国土保全機能及び水源かん養機能等の高度発揮のための森林整備及び治山

施設整備の実行等を行う。 

 

（３）森林教育等に関する業務 

屋久島の森林生態、森林の役割、自然との共生のあり方等に関して、森林生態系保護地域(保全

利用地区）を活用した森林教育・普及啓発活動と屋久島自然休養林等の森林レクリエ－ション等へ

の適正利用のための施設の整備等を行う。 

 

（４）その他屋久島の森林環境保全に必要な業務 

入林者の指導、森林パトロ－ルなどを行う。 
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４ 平成20年度のトピックス 

 

●縄文杉展望デッキ標示区分の塗り替え 

縄文杉展望デッキにおける登山者の混雑防止対策として標示していた黄

色斜線の塗り替え作業を、４月21日、登山者の少ない午後２時頃から行い

ました。 

  

●縄文杉デッキ焦げる 

縄文杉のデッキの塗り替えを終えて間もない４月30日、縄文杉デッキの床に焦

げ跡が確認されました。縄文杉周辺は世界自然遺産地域であり、森林生態系保護地

域や国立公園特別保護地区として焚き火は禁止されています。また、山火事などが

発生した場合、貴重な自然が一瞬のうちに失われることにもなりかねません。 

屋久島の自然は日本のみならず世界中から注目されている島です。一人ひとりが

マナーを守って貴重な自然環境を後世に引き継げるよう保全・管理しているところ

です。 

 

●シャクナゲパトロール 

屋久島森林環境保全センターでは五月中旬から咲き始めたヤクシマシャク

ナゲのパトロールを実施しました。今年のシャクナゲは、例年になく着蕾状

況もよく五月の下旬には永田岳・宮之浦岳・黒味岳周辺では山一面がシャナ

ゲの花に覆われました。 

  

●平成２０年度屋久島山岳部利用対策協議会 

６月27日、屋久島環境文化財団会議室において、平成２０年度第１回屋

久島山岳部利用対策協議会が開催され、本年８月１日から３０日までの間、

県道屋久島安房公園線（通称、ランド線）の町道荒川線に分岐する地点（通

称、荒川三叉路）より荒川登山口までを終日車両通行規制を実施すること

となりました。これにより規制区間の利用者に対して、屋久島観光協会が

主体となって地元バス関係機関等と協議しつつ、シャトルバスを運行して

対応することとなりました。 

 

●自然休養林のリーフレットについて 

自然休養林のリーフレットは、利用者の方々が散策する時に、それぞれ

のコースが分かりやすいような工夫をしています。 

例えば、配色は、色覚バリアフリーの考え方を参考に、判別しにくい色

の組合せを避け、各コースが重なる箇所は白い線を入れています。さらに、

このリーフレットは、自然休養林内のコース案内板と同じ図柄を使用して

おり、各分岐点には、番号を付けておりますので、現在地の確認ができま

す。 
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●今年もグリーン・サポート・スタッフ 

屋久島森林管理署（屋久島森林環境保全センター）ではグリーン・サポート・スタッフ（森林保護員）

による森林パトロールを実施しています。パトロールコースは特に入込者

数が集中する世界自然遺産地域及び周辺地域を中心に１５コースを設定

し、登山者の多少により巡視頻度を考慮した効率的なパトロールを実施し

ています。 

特にゴールデンウイーク期間中やシャクナゲの開花時期また、夏休み期

間中など多客期を迎える時期は、ほぼ毎日現場パトロールを行い登山者マ

ナーの向上を呼びかけ人為的な植生荒廃等の防止に努めています。 

 

●屋久島高校 携帯トイレを試験導入 

７月11日、屋久島高校の１年生と関係者総勢123名が学校行事の宮之浦岳登山にあたって、携帯トイ

レを試験的に導入しました。今回の取組は、地元の子供達が世界自然遺産である屋久島の貴重な自然遺

産を守っていきたいとの考えから、学校行事に併せて、自らが島の自然環

境を考え、行動を起こそうと携帯トイレの使用を試みたものです。 

屋久島森林管理署は、これまで白谷雲水峡自然休養林内において、ガイ

ド等を通じて一般利用者に携帯トイレの導入試験を行ってきており、今

回、屋久島高校の考えに呼応して、携帯トイレを提供すると共に、携帯ト

イレの利用促進のためのアンケート調査を行いました。 

  

●屋久島「レクリエーションの森」で支援協定を締結 

林野庁では「レクリエーションの森」の整備・管理等を円滑に実施するとともに、開かれた「国民の

森林」の実現や森林とのふれ合いを通じ、自然の大切さを広げるためにも企業との連携は有効な取組で

もあり、サポーター企業による支援活動を募集・推進しています。 

このほど、アサヒビール株式会社から、社会貢献活動の一環として、

屋久島を含む「レクリエーションの森」の維持管理等に対する活動支援

の申し出があり、８月27日屋久島町本庁において、屋久島町を主体と

する屋久島レクリエーションの森保護管理協議会と活動支援協定の締

結が行われました。本協定により、今後、５カ年及び毎年３０万円の資

金提供と年間１０人日程度によるボランティア活動がアサヒビール株式会社から提供されます。 

 

●夏休み期間中に森林パトロール 

屋久島森林環境保全センターでは、本署職員及び森林官に呼びかけ、

屋久島山岳部における利用マナーの普及啓発のため夏休み期間中の森

林パトロールを実施しました。 

パトロールは一般の登山者が増加する８月を中心に管内の５つの登

山ルートにおいて13日間実施しました。縄文杉では月末になっても展

望デッキが毎日の様に混雑し、１日に400人から600人を超す登山客

が訪れていたと推定されます。 
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●縄文杉周辺植生回復措置に関する検討委員会を開催 

～縄文杉の樹勢及び植生回復事業（シカ柵設置）～ 

屋久島の象徴でもある縄文杉は、広く世に知られるようになりましたが、その一方で、縄文杉の周辺

は踏圧や厳しい気候の影響を受け、裸地化するなど植生環境も大きく変わってきました。 

このため、展望デッキの設置や改善対策を行ってきましたが、縄文

杉の幹や根元の乾燥及び土壌流亡の防止を目的とした、ヤクシカの食

害を受けにくい植栽木がヤクシカの食害を受けており、その有効的な

対策として、有識者から「ヤクシカ侵入防止柵の設置」が助言されま

した。 

シカ柵設置に関しては、観光景観、植生生理、シカ行動等幅広い分

野の専門的知識を有する委員や関係機関の意見を踏まえ、現地において柵の高さ・色・網目の大きさ・

張り方・網の設置位置等具体的な設置方法が決定されました。 

 

●アサヒビールグループがボランティア活動 

平成20年10月４日、アサヒビールグループの社員１５名と屋久島

レク森協議会関係者十名により、白谷雲水峡で支援協定に基づくボラ

ンティア活動が実施されました。 

活動内容は、木道の滑り止めの交換や苔落とし、看板の清掃を実施

しました。今後も、この活動が継続し発展していくことを期待します。 

 

●屋久島森林生態系保護地域バッファーゾーン施設整備 

～整備計画策定のための現地調査を開始～ 

屋久島では、平成５年の世界遺産への登録以降、入込客数、宿泊者数とも

年々増加しており、山岳部においても多くの登山者が訪れています。このた

め、森林生態系保護地域の保全利用地区（バッファーゾーン）のうち、特に

入り込みが多いとされている縄文杉周辺において、登山道周辺の樹木や植生

の衰退を防止しつつ、保護林の概要や森林生態系の仕組み、接し方等につい

て普及啓発を図る場を整備することとし、利用するにふさわしい場所の要望等を一般登山客やガイドか

ら意見を聞きつつ、現地測量等整備のための現地調査を行ないました。 

 

●屋久島世界遺産地域連絡会議幹事会開催 

10月15日、鹿児島市において、九州森林管理局計画課長をはじめ九州地方環境事務所、鹿児島県、

屋久島町から関係課長等出席のもと平成20年度世界遺産地域連絡会議幹事会を開催しました。 

今回の会合では、主に①屋久島世界遺産地域の管理の課題と対策の方向性、②屋久島遺産地域の自然

環境の把握と科学的データに基づく普遍的価値に係る保全管理の必要性等が議論されました。 
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●屋久島は調査研究の重要なフィールド 

～森林生態系保護地域などにおける学術調査状況～ 

森林生態系保護地域には、数多くの貴重な動植物が生息・生育しており、従来から

多くの研究者の生物・生態研究などの重要なフィールドとなっています。これらは、

地域レベルでの環境研究のみならず地球環境の変化が生態系に及ぼす影響の把握等、

地球レベルでの研究フィールドとしても貴重な存在であるといえます。 

保全センターでは入林された各種調査研究機関からの研究結果や成果を頂くこと

により屋久島の自然環境の実態把握に務め、より良い状態で未来へ引き継いでいければと考えています。 

 

●屋久島高等学校環境学習開催 

～森林現況調査など現地実習～ 

11月19日、屋久島高等学校普通科環境コースの秋季宿泊研修が

屋久島環境文化研修センターを拠点として実施されました。 

当署では屋久島の森林現況や樹木同定のやり方、天然林と人工

林の取り扱い方、国有林が進めている取組を講義するとともに、

現地で人工林の間伐標準地調査演習を行いつつ調査データの活用

方法や間伐の大切さや地球温暖化防止対策における森林の役割に

ついて学びました。 

 

●ヤクタネゴヨウ採種林でのボランティア活動 

林野庁では「美しい森林づくり推進運動」に取り組んでおり、その一環とし

て、本年５月、沖縄を除く九州各県知事と九州森林管理局長において、「九州

の森林づくりに関する共同宣言」を行ないました。 

この趣旨を踏まえ、絶滅危惧種であるヤクタネゴヨウの種の保存と増殖・復

元を目的として屋久島町内の国有林に設定された見本林・採種林において、屋

久島生物多様性保全協議会やボランティアの方々など総勢32名により下刈り

作業を実施しました。 

 

●龍神杉歩道のボランテイア清掃活動 

平成20 年11 月28 日、屋久島観光協会、ガイド、屋久島町、

屋久島森林管理署の 24 名により、龍神杉歩道入口から四㎞地

点にある小屋跡の清掃を実施しました。 

当日は、雨模様で足場の悪い中、参加者が一致協力してか

たづけた結果、見違えるようにきれいになりました。片付けた

ゴミについては、全員で分担して背負子に担ぎ、登山道入口ま

で運びました。 

これを機に、龍神杉歩道の活用がなされることを期待しま

す。 
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●世界自然遺産登録一５周年記念シンポジウム開催  ～屋久島の進むべき道～ 

12月20日、九州地方環境事務所、鹿児島県、屋久島町、屋久島環境文化

財団及び九州森林管理局が主催して参加者約120人のもと、「屋久島世界自

然遺産登録15周年記念シンポジウム」を屋久島町安房総合センターにおい

て開催しました。 

基調講演やパネルディスカッションを通して、総括コメントで日高屋久島

町長は「屋久島文化村構想の原点に戻って、これまでの議論を検証して進ん

でいきたい」と述べ、最後に九州森林管理局宮城計画部長が「島の住民が主役になり、行政も出来るこ

とを着実に行っていくことが重要」と締めくくりました。 

 

●白谷雲水峡で保全活動を実施 

12月15日、ガイド、レンタカー協会、建設業者、屋

久島レクリエーションの森保護管理協議会等総勢３９名

により、屋久島自然休養林(白谷雲水峡)において、憩い

の大岩の段差解消や柵の設置改修、白谷小屋から入口ま

でのし尿運搬などのボランティア保全活動を実施しまし

た。午後は、屋久島森林環境保全センターで、白谷雲水

峡の整備等に関する意見交換会を実施しました。 

 

 

●屋久島世界遺産地域連絡会議開催   

１月８日、鹿児島市において、九州森林管理局計画部長をはじめ九州地方環境事務所、鹿児島県、屋

久島町から関係機関の長等出席のもと平成20年度世界遺産地域連絡会議

を開催しました。 

今回、科学的知見を助言する「屋久島世界遺産地域科学委員会」を六月

を目途に設置するとともに、巡視活動の充実等を図る観点から新たに「屋

久島世界遺産地域巡視マニュアル」を策定して屋久島世界遺産の保護管理

体制の充実を図ることとしました。 

 

●ヤクタネゴヨウ保全対策連絡協議会 

12月18日、西之表市民会館会議室において、平成20年度ヤ

クタネゴヨウ保全対策連絡協議会が開催されました。 

協議会では松枯れ被害の現状や一年間の保全活動・環境教育

等の取組状況等について情報交換を行っています。 

午後は、経過観察中のヤクタネゴヨウ個体の対応策を確認す

ると共に、針葉が赤変している最大巨木個体の今後の対処方針

について検討しました。 
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●森林保護員を追加採用 

屋久島森林管理署（屋久島森林環境保全センター）では、屋久島世界自然遺

産地域において継続的に巡視活動を実施するため、森林保護員（グリーンサポ

ートスタッフ）を公募し、３名を追加採用しました。 

新規森林保護員は、講習・現地実習を終えて、２人一組で、入り込み者が集

中することなどにより植生荒廃等の恐れの高い屋久島世界自然遺産地域及びそ

の周辺地域の国有林において、パトロールを実施しています。 

 

 

●シンポジウム開催「世界自然遺産・縄文杉からのメッセージ」 

～屋久島森林生態系保護地域のモニタリング調査から～ 

２月28日、九州森林管理局・屋久島森林管理署が主催し、

環境省屋久島自然保護官事務所、鹿児島県、屋久島町、（財）

屋久島環境文化村センターの共催のもと、シンポジウム「屋久

島世界自然遺産・縄文杉からのメッセージ」を屋久島環境文化

村センターにおいて開催しました。 

シンポジウムでは、「縄文杉」の現況や植生の垂直分布に関

するモニタリング等について報告しました。 

島内のガイドを含む約70名の参加者があり、西部地域の枯損木の原因については、過去のマツ材線虫

病の影響や大陸からの汚染物質の可能性に加え、新たに薩摩硫黄島からの噴煙が定期的に屋久島北西部

に到来していることが紹介され、また参加者からの塩害に関する議論まで多岐に亘りました。 

 

●縄文杉の周囲にシカ柵設置 

縄文杉周辺の植生回復のためのシカ柵の設置について、登山客の

比較的少ない２月末、各分野の有識者で構成されたシカ柵設置の検

討会（20年9月）の結果を踏まえて、景観や柵の高さ・網目の大き

さ、特に、登山者の写真撮影への影響などに配慮しつつ、防護効果

が有効な設置方法に基づき実施しました。 

 

 

 

●縄文杉の枝折損跡を調査｢積雪による縄文杉の枝折損跡を登攀（とうはん）・撮影調査｣ 

３月15日、屋久島森林管理署は３年前の大雪で折損した縄文

杉の枝の折損跡の状況調査を実施しました。調査は実際に樹木

医が縄文杉に登攀して折損跡箇所の腐朽状況の調査及び折損跡

の動画データを記録し、樹木医グループによる治療方針等の検

討を行いました。その結果、樹脂が多く年輪が詰まっているた

め、腐朽しにくい、折損部の材質が硬化しているため、経過観

察とすることとなりました。 

 

-7-



●屋久島・世界遺産等調査研究推進地域連絡会議 

２月12日、屋久島世界遺産センターにおいて、第10回屋久島・

世界遺産等調査研究推進地域連絡会議を開催しました。本会議は、

林野庁と環境省が屋久島世界遺産地域内等で実施している調査研究

及び保全対策等の事業実績や計画等について島内の有識者と意見交

換を行うため、毎年開催しているものです。 

今回、林野庁・環境省から平成19、20年度事業の実績及び計画・

実行状況について報告を行い、「半山地区のヤクシカ頭数の減少」

や「ヤクタネゴヨウに関する調査」、「縄文杉周辺の植生回復の取り組み」や「縄文杉登山道周辺の植

生保護・教育施設の整備」等に関する質問や意見が出された。また、出席者から口永良部での常緑広葉

樹の分布に関する調査結果の報告等広範な情報交換を行ないました。 
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Ⅱ森林生態系保護に関する取り組み

１　世界自然遺産保全緊急対策事業

（１）樹勢回復措置
①縄文杉樹勢回復事業
　（ア）　目的

　（イ）　事業内容

縄文杉剥離被害に関する診断

②縄文杉折損枝跡の状況把握調査
　（ア）　目的

　（イ）　事業内容

屋久島は、縄文杉等屋久杉の巨木群を代表する、特殊な生態系と優れた自然景観を有してい
ること等により、世界自然遺産に登録されたものであるが、それらの巨木群の中には、入り込み
者の踏み込み等により樹勢の衰えなどの影響が発現し、このまま放置すれば樹勢の回復が困難
となる可能性も懸念される。それを未然防止するため樹勢回復措置を実施し、屋久島自然遺産
の象徴である屋久杉の適切な保護を図ることを目的とする。

平成１１年度から１２年度に縄文杉樹勢回復措置として、編柵工、土壌改良、表土流出防止柵
工を実施、平成１３、１５年度には、再度 、粗朶やヤシマットを利用した編柵工、チャコールチップ
炭や木酢液を使用した土壌改良工を実施した。また、平成１６年度には、雨水流入防止の丸太筋
工と植栽工を実施し、平成１７～１９年度には、樹皮剥離被害に伴う傷口の診断と治療を実施し
た。

平成２０年度には、樹皮剥離被害に伴う傷口の修復措置を継続して実施し、４箇所の傷口の治
癒を確認した。

平成１７年12月に大積雪により、縄文杉の大枝が折損落下した。森林管理署が平成１９年度生
態系モニタリング調査において、縄文杉の経過観察調査を行った結果、折損箇所の詳細な状況
をビデオ撮影等により記録・調査するとともに、その結果を有識者により必要な対応を検討しする
ことを目的とする。

縄文杉の枝折損跡の詳細状況調査を実施するにあたっては、学識経験者の助言に基づき、低
コストで現実的なクライミング技術を応用して、実際に樹木医が縄文杉に登攀して折損跡箇所の
腐朽状況の調査及び折損跡の動画により樹木医グループによる治療方針等の検討を行った。

その結果、「折損部は材質がスポンジ状ではなく、硬化していることを考慮すると腐朽が早急に
進行するとは思えない。屋久杉は、樹脂が多く年輪が詰まっているため、腐朽しにくい、縄文杉の
折損部も材質が硬化しているため、しばらく様子を見る経過観察とし、数年後の再調査が望まし
い。」と判断された。 このような調査結果及び樹木医の判断を踏まえ、今後も引き続き経過観察
を行いつつ、３～５年程度後に再調査を行い、処理について検討することとした。

ロープによる登攀開始の様子 樹木医による折損痕の調査状況

剥離被害箇所の治療の様子
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（２）植生等回復措置
①　縄文杉周辺植生回復事業

　（ア）　目的

  （イ）　事業内容

　　 写真撮影に配慮したデッキ前方の低柵
　　（矢印が柵）

②　永田岳登山道周辺植生回復事業
  （ア）　目的

  （イ）　事業内容

窪地周辺の植生保護のための木橋型歩道工

世界自然遺産である屋久島の代表的な樹木として人気が高い「縄文杉」の樹勢を健全化する
ため、平成１０年から樹勢回復・植生回復措置を行なってきた。このうような中、縄文杉の樹勢を
回復させるための植栽木をシカの捕食から防ぐため、シカ柵を設置して縄文杉周辺の植生を回
復させることを目的とする。

縄文杉周辺の植生回復のため、縄文杉の周囲の尾根・沢等の現地の地形を利用し、デッキ前
方から縄文杉周辺樹木を囲い込むように０．１ｈａにわたりシカ柵を設置した。

設置にあたっては、シカの行動特性や景観配慮に関する関係者からの助言に基づくとともに、
登山者の写真に撮影の妨げにならいよう配慮した。

　　　土砂流防箇所への丸太柵工と石礫充填工

シカ柵の設置状況（杭打ち）

登山による入り込み者の増加に伴い、登山道の荒廃による植生の後退している箇所で、登山
者を登山道に誘導するための施設を整備し、周辺植生の後退を回復させることを目的とする。

永田岳登山道周辺の植生回復事業検討会の報告を踏まえて、平成1７年度から１９年度までに
おいて、ヘリコプターによる資材運搬や木橋型歩道工、丸太柵工、石礫充填工及び岩切れ込み
工等を実施した。
　平成２０年度は、木橋型歩道工、手すり木据付工、丸太柵工等を実施し、本事業を完了した。
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（３）生態系モニタリング調査
①　屋久島南部の植生の垂直分布調査
　（ア）　目的

  （イ）　事業内容

草本・蘚苔層の調査状況標高1400mの高木層のツガ（φ69cm,h12m)

全体的な状況として、この5年間の強い暴風を伴う台風の影響により、ツガ大径木やスギ中径
木の風害（風衡被害や風倒被害）が標高1000ｍ以上、特に1200ｍ以上の南～西向き尾根上で見
られた。

全体的に、照葉樹高木層や亜高木層の成長が顕著に見られ、その影響で樹幹がうっ閇して下
層植生（特に低木層）の被圧枯死が見られ、低木・草本層の植被率が減少している。

なお、ヤクシカによる採食影響は、最も多い西部地域（国割岳西側斜面）や比較的多い東部地
域（愛子岳東側斜面）、続いて多い中央部地域（大王杉～宮之浦岳）や北部地域（高塚山北側斜
面）ほどではないものの、5年前と比較すると確実に増加している。

屋久島は、平成5年の世界自然遺産の登録以来、原生的な自然環境を求めて入り込み者が急
増しており、登山者の増加による登山道の浸食荒廃、周辺植生の後退等、屋久島の原生的な森
林生態系への影響が懸念されている。

このため屋久島南部の植生垂直分布調査を行い、樹勢実態と5年前との変化を把握することを
目的とする。なお、調査対象地は図1のとおり。

　                             　　図1 調査対象地
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グ
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②　国割岳に続く尾根周辺地域における枯死木等調査
　（ア）　目的

  （イ）　事業内容

風衝により梢端から衰退
しつつあるヤクタネゴヨウ

表層土壌の置換酸度、共生菌根等の調査

b) ヤクタネゴヨウの衰退樹木等のモニタリング
枯死しつつあるヤクタネゴヨウ大径木の直接的な衰退原因は、上斜面から倒木してきたヤクタネ

ゴヨウ枯死木の直撃を受けたもの、風衡被害木のもの、直接的な原因が解らないものであり、マ
ツ材線虫病調査をしたところ、いずれも材線虫は検出されなかった。根元表層付近の土壌調査を
したところ、衰退木周辺土壌のｐＨが健全木より高かったが、これが照葉樹の旺盛な進入と関連
するものなのかは明らかではないが、ヤクタネゴヨウと共生する土壌共生菌類が、土壌ｐＨの変
化で何らかの影響を受けていることも考えられる。また、土壌に対する酸性降下物等酸性化の影
響をみるため、表層土壌の交換酸度（Ｙ1）を調べたところ、表層土壌の弱酸性傾向とヤクタネゴヨ
ウの衰退程度には因果関係は見られなかった。
ヤクタネゴヨウは弱酸性土壌の状態で健全に生育しており、この西部地域尾根部の弱酸性土壌

の状態は、年2～3回、硫黄島からの噴煙が恒常的に到達している現状等とも考え合わせると、
過去のデータはないものの、昔からそのような状態であったと思われる。
特に、近年、大陸からの酸性降下物の飛来が話題になっているが、今回の調査結果では、スト

レートに大陸からの酸性降下物の影響を受けているという確証は得られなかった。

近年、屋久島西部にある国割岳に続く尾根周辺地域に置いては、一部枯死木が見られることか
ら、その実態の把握と枯死木の原因を把握することを目的とする。

c) 天然生広葉樹林の衰退樹木等のモニタリング
当該地域にて、イスノキやスダジイ、カラスザンショウ、ウバメガシなどの広葉樹の健全木、衰退

木を選定して、樹形・樹勢・根元土壌・衰退原因調査を行った。その結果、天然生広葉樹に、高・
亜高木層の樹冠うっ閇に伴う被圧被害（亜高木層や低木はこれが原因で多く枯死している）、暴
風による風衡被害、つる類巻き付け被害が出ていたものの、それ以外の顕著な衰退は見られな
かった。ただし、スダジイやウバメガシの根元から出ている萌芽枝は、そのほとんどが、ヤクシカ
による採食を受けていた。
また、ヤクシカによる角とぎにより樹皮が剥がれ衰退した広葉樹が見つかったが、被害頻度は非

常に少ない。なお、西部地域の下層植生（低木・草本層）は、ヤクシカによる多くの採食影響を受
け、高木生樹木の更新が阻害されている。

a) マツの材線虫病によると思われるヤクタネゴヨウ被害の経年実態の把握調査
ヤクタネゴヨウの単木モニタリング等を実施した尾根とその周辺を調査区域として、過去に撮影さ
れた空中写真を判読し、ヤクタネゴヨウの枯死木の実態を経年的に把握した。その結果、現在当
該地に見られる立ち枯れ状（白骨状）のヤクタネゴヨウ枯死木のほとんどは、昭和40年代から平
成5年頃に起きたマツ材線虫病の枯死木であった。特に、昭和50年（1975年）から昭和60年（1985
年）の間における枯死が多かった。
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２ 天然生林管理水準確保緊急対策事業（ ）GSS

林野庁においては、近年、自然性の高い天然生林において入り込み者の増加や登山利用の集中

化・大衆化等を伴い、人為による植生荒廃や森林機能の低下が見られることから、森林保護員に

よる森林パトロールを実施することとし、世界自然遺産地域や日本百名山や都市近郊等の入り込

み者・登山者の集中化により植生荒廃等のおそれのある山岳を含む区域について、平成１８年度

、 、より全国の国有林において 二酸化炭素の吸収源として算入される天然生林の確保に資するよう

森林保護員を雇用し、きめ細かな保全管理対策を実施し、人為による植生荒廃等を防止を図るこ

ととし、天然生林管理水準確保緊急対策事業を実施しています。

屋久島では平成５年１２月の世界自然遺産登録を契機に登山者が急増しており、最近では年間４

０万人以上の観光客が山に入ると言われ、特に縄文杉には約９万人の登山者が集中しているとも

言われ、急増する登山者の踏圧等で屋久島の生態系への負荷が懸念されるとともに、登山道の荒

廃、生態系の変化、植生の後退、自然環境の汚染等が指摘されてきています。

このため、屋久島世界自然遺産地域を取りまく屋久島森林生態系保護地域においては、貴重な価

値ある自然を将来に亘って維持していくことを目標に、その厳正な保護及びその周辺地域を含め

た森林環境の適切な保全管理を推進していくこととしており、屋久島森林環境保全センターにお

いては、世界自然遺産地域の保全対策事業として、登山道周辺の後退した植生を回復させるため

の事業や花之江河等の高層湿原への土砂流入防止対策、著名屋久杉の樹勢回復等の事業を推進し

ているところです。

このような中、森林保護員には必要な業務について講習を受けて、世界自然遺産地域を含む周辺

地域を含めた屋久島の登山道等の森林パトロールに従事し、登山者等の入り込みによる植生の後

退等の把握、登山者のマナーの向上等環境保全のための指導啓発活動を行いながら、転落・遭難

といった山岳事故防止には万全を期すよう取組を行っています。

平成２０年度の森林パトロールの状況(実績)

４班体制で、島内に１５ルートを設定し、３３６人日実施

業務講習の様子 巡視清掃活動
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３ バッファゾーン施設整備事業

（１）施設整備計画策定調査

屋久島森林生態系保護地域の保存地区(コアゾーン)を取り巻く保全利用地区(バッファゾー

ン)とその周辺において、原生的な森林における現地見学等を通じ、森林の仕組み・働き及び

森林の接し方について学べる場の整備や、植生回復等の施設整備により森林生態系の保全を図

るため、森林生態系保護地域における施設整備

。事業を平成５年度から実施しているところです

近年、屋久島では観光客が増加しており、な

かでも縄文杉への登山客はピーク時に１日１,０

００人を超える日もあり、年間では１０万人が

訪れ、原生的な森林の保全に対する高まりを見

せているものの、一方、増加する登山者の影響

から登山道の荒廃や周辺植生の衰退、トイレの

問題等環境に対する負荷が増大し、森林生態系

の衰退が懸念されつつあります。

登山者が説明を聞いたり休息する登山道周辺

このため、縄文杉近辺の登山道周辺樹木等植生の衰退を防止しつつ保護林の概要や森林生態

系の仕組み、野生動植物への接し方等について普及啓発を図る場を整備するため、森林生態系

の専門家や有識者等による検討委員会を立ち上

げ、縄文杉周辺における登山道周辺の植生の衰

退状況を調査し、その対応策の検討するととも

に、普及啓発に適した場所等を配慮した上で、

植生の衰退を防止する施設整備や施設の構造・

規格･資材等の設計にいたる施設整備計画、原生

的な森林を題材にした環境教育等普及啓発に活

用するための施設整備として、三代杉周辺も含

めた全２５箇所を対策候補箇所として選定し、

プライオリティの高い箇所から優先度を決定し

整備計画を策定しました。 検討委員会で挨拶する座長の吉良教授

今後、当該整備計画をベースに施設整備を実施し、利用者の森林をはじめとする自然環境教

育の場として提供するとともに、周辺植生の保護を図っていきます。
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（２）教育利用施設（解説板）の整備

屋久島の約1万5千ha 全面性の約3割 を占める屋久島森林生態系保護地域には 保存地区(コ（ ） 、

アゾーン)と保全利用地区(バッファゾーン)に分けられ、それぞれの役割や取り扱い、禁止事

項などが定められています。

屋久島を訪れる一般者に対して、屋久島の自然環境に関心を持ってもらい森林・環境保全の

普及啓発を図るため、森林生態系保護地域の指定背景、森林の取り扱い、禁止事項等関する解

説板を島内保護地域に10基設置しました。

新たに設置した解説板
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４　雨量モニタリング調査

（１）目的

（２）観測体制

（３）観測地

雨 量 計 設 置 箇 所 位 置 図

※この雨量観測は気象業務法第６条１項１の研究のために行う気象の観測となっています。

屋久島では、年間４０００～８０００㎜に達する降雨があること、花崗岩特有の表層の浅い地域が多
いこと等から、山腹崩壊、土砂流出等の山地災害も多く発生している。

　 これらのことから、国有林の要所において雨量の観測を実施し、永続的なデータを保存し森林生態
系を研究することとし雨量計を設置している。

  データの回収・記録管理は屋久島森林環境保全センターで行っている。データ回収については、職
員実行で２ヶ月に１回程度行っているが、台風等の著しい気象の変化があった場合はその都度デー
タの回収を行うことにしている。

0 1 2 3 4 5km

N

①

②

③

④⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩
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（４）　雨量計設置箇所一覧表　

※ 白谷雲水峡とヤクスギランドは、入林者の安全確保を目的に雨量計を設置。

（５）　平成２０年度　月別・地点別雨量データ

開始
月日

月

144.0 222.0 240.0 28.0 ( 231.0 ) 638.0 225.5 130.5 256.0 935.5

400.0 962.5 360.5 298.0 欠測 1,039.5 486.0 566.5 944.0 1,382.0

764.5 1,059.0 ( 53.0 ) 1,223.0 欠測 1,647.5 917.0 679.5 941.0 ( 1,566.5 )

25.5 68.0 19.5 110.0 ( 0.0 ) 236.0 90.0 13.5 63.0 264.5

234.5 552.0 64.5 696.0 521.5 569.5 624.5 378.0 511.0 ( 691.0 )

663.5 458.5 ( 333.0 ) 1,248.0  677.0  1,253.5 714.5 420.5 ( 880.5 ) 1,325.0

386.5 698.5 欠測 853.5 192.0 503.0   228.5  113.0 626.5 935.5

222.5 602.0 欠測 627.5 315.5 161.0 278.0 192.0 562.0 768.5

228.0 284.0 欠測 182.5 249.5 207.0 214.5 179.5 254.0 ( 178.5 )

319.5 640.0 欠測 607.0 330.5 502.5 228.5 253.0 541.0 欠測

158.5 271.0 欠測 304.0 372.5 636.5 246.5 208.0 236.5 ( 742.0 )

500.0 1,229.5 ( 107.0 ) 622.5 441.5 830.5 298.5 288.5 ( 1,029.5 ) 1,025.5

4,047.0 7,047.0 1,177.5 6,800.0 3,331.0 8,224.5 4,552.0 3,422.5 6,845.0 9,814.5

※ 空白欄はデータ欠測、（　　　）書きは欠測期間を除いた合計。

Ｈ２１．１月

　　　　２月

　　　　３月

合　計

　　　　９月

　　　１０月

　　　１１月

　　　１２月

　　　　５月

　　　　６月

　　　　７月

　　　　８月

H12.07.12
開     始

H12.05.10
開     始

H11.03.17
開     始

Ｈ２０．４月

730ｍ 630ｍ 1,000ｍ

H07.08.31
開     始

H07.08.31
開     始

H08.03.26
開     始

H08.02.07
開     始

H08.02.01
開     始

H07.10.25
開     始

H08.05.31
開     始

680ｍ 1,020ｍ 1,380ｍ 1,800ｍ標　高 5ｍ 580ｍ 510ｍ

黒 味 岳
山 頂

永 田
ｶ ﾝ ｶ ｹ 岳

白 谷
雲 水 峡

ﾔ ｸ ｽ ｷ ﾞ
ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ

⑧ ⑨ ⑩

観測点
保 全

ｾ ﾝ ﾀ ｰ
白 谷

宮 之 浦
林 道

小 杉 谷 大 川 林 道
淀 川
登 山 口

④ ⑤ ⑥ ⑦番　号 ① ② ③

備考

①

②

③

５ｍ

番号 設置箇所 林小班 標高

５８０ｍ

⑨ 白谷雲水峡

④

⑤

⑥

⑦

⑧

淀川登山口

永田カンカケ岳付近

⑩

屋久島森林環境保全センター 敷地内

小杉谷事業所跡 １０１イ

白　　谷 ２１６た

宮之浦林道２３３支線 ２３３ふ

６２い

２２ニ

５１０ｍ

大川林道 ９　る １，０２０ｍ

６８０ｍ

１，８００ｍ

  Ｈ　８．０２．０１設置　H21.3改設　　〃

  Ｈ　７．１２．２５設置　H21.3改設　　〃

  Ｈ　８．０５．３１設置　　　　　　　　　　　 〃

ヤクスギランド ７９　ハ １，０００ｍ

２１５い ６３０ｍ

１，３８０ｍ

黒味岳頂上付近

  Ｈ　７．０８．３１設置

  Ｈ　９．１１．１１設置　H20.3改設

  Ｈ　８．０３．２６設置　H21.3改設

  Ｈ　８．０２．０７設置　　　　　　　融雪器付

  Ｈ１１．０３．１７設置　H20.3改設

  Ｈ１２．０５．１０設置

  Ｈ１２．０７．１２設置２７５た ７３０ｍ
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Ⅲ 治山に関する取り組み

１　治山事業について
（１）目的
　

（２）根拠法

２　平成２０年度治山事業一覧

（１）国有林野内直轄治山事業(離島)　（経常）
国有林 完 成
林小班 年月日

鍋　　山 2007.11.7

鍋山(１０６)治山工事 １０６う 復旧治山 ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工 402.1 m3 ～ 2008.4.30 2008.4.30 Ｈ19翌債

宮之浦岳 2008.2.18

宮之浦岳(２３８)治山工事 ２３８ろ 復旧治山 ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工 874.2 m3 ～ 2008.9.11 2008.9.11 Ｈ19翌債

平　　瀬 2008.3.17

土面川支流治山工事 ２５８わ 復旧治山 ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工 701.3 m3 ～ 2008.10.8 2008.9.16 Ｈ19翌債

黒　　味 2008.7.1

黒味（２９）治山工事 ２９わ 復旧治山 ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工 881.5 m3 ～ 2009.1.20 2009.1.20

鍋　　山 2008.7.1

鍋山(１０７)治山工事 １０７に 復旧治山 ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工 749.9 m3 ～ 2009.1.20 2009.1.19

宮之浦岳 2008.7.1

宮之浦岳(２２５)治山工事 ２２５ね 復旧治山 ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工 815.3 m3 ～ 2009.1.20 2009.1.20

平　　瀬 2008.7.1

土面川本流（１）治山工事 ２５８に 復旧治山 ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工 1,088.40 m3 ～ 2009.2.9 2009.1.28

中庄司浦 海岸 2008.10.24

中庄司浦治山工事 １１０２ふ 防災林造成 傾斜護岸工 62.27 m ～ 2009.3.6 2009.3.6

西浜山国有林 西濱山 海岸 2009.1.17

　治山(松食い虫伐倒駆除外1）事業 １１３１む外６ 防災林造成 丸太防風柵工外 176 m ～ 2008.3.13 2008.3.13

  　治山事業は、森林法及び地すべり等防止法に基づいて実施されている。
１）森林法：第４１条において「第２５条第１項第１号から第７号までに掲げる目的を達成するため、国が森林
の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業」を「保安施設事業」と定義している。
２）地すべり防　止法：第２条で「地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事」を「地すべり
防止工事」と定義している。

乙崎治山工事 宮之浦岳治山工事

　治山事業は、森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全し、また、水源
のかん養、生活環境の保全・形成等を図る極めて重要な国土保全施策の一つであり、安全で安心できる豊
かなくらしの実現を図るうえで必要不可欠の事業である。

№

９

５

４

３

２

１

６

種 別工　　事　　名 備　考工　　期数 量主　工　種

７

８
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（２）国有林野内直轄治山事業（離島）　（経常：保安林改良事業）
国有林 完 成
林小班 年月日

石塚外2国有林治山事業 石　　塚 2008.9.10

(本数調整伐) ２０８よ外 保安林改良 本数調整伐 12.45 ha ～2008.11.30 2008.11.28 Ｈ19明許

愛子岳国有林治山事業 愛 子 岳 2008.11.12

(本数調整伐) ２０３そ外 保安林改良 本数調整伐 16.69 ha ～2009.1.30 2009.1.30 Ｈ19明許

黒味外2国有林治山事業 黒　　味 2008.11.12

(本数調整伐) ２８ほ外 保安林改良 本数調整伐 31.63 ha ～2009.2.27 2009.2.20 Ｈ19明許

屋久川国有林治山事業 屋 久 川 2009.1.17

(本数調整伐) １１０６い外 保安林改良 本数調整伐 14.50 ha ～2009.3.6 2009.2.9

（３）災害復旧事業
国有林 完 成
林小班 年月日

宮之浦岳 2008.3.17

宮之浦岳治山工事（関連災） ２１７ち 関連災 山　腹　工 0.09 ha ～ 2008.10.6 2008.10.3 Ｈ19翌債

乙　崎 2008.3.17

乙崎治山工事（関連災） ２１０な 関連災 山　腹　工 0.02 ha ～ 2008.7.30 2008.7.15 Ｈ19翌債

（４）国有林野内直轄治山事業（離島）　（平成２１年度へ繰越 ）　(経常)
国有林 完 成
林小班 年月日

平　　瀬 2009.2.9

土面川本流（２）治山工事 ２５８に 復旧治山 ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工 906.7 m3 ～2009.8.31

備　考数 量 工　　期

４

１

種 別 主　工　種工　　事　　名

種 別

種 別工　　事　　名

工　　事　　名

備　考

主　工　種 備　考

主　工　種 数 量 工　　期

数 量 工　　期

１

№

№

２

№

１

２

３
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Ⅳ 普及教育・森林空間利用

1　森林教室等の実施
（１）森林教室等

① 森 林 教 室 実施年月日

② 携 帯 ト イ レ 利 用 の 推 進 活 動 実施年月日

（２）シンポジウムの開催

         パネルディスカッションのパネラー

名 称 平成20年11月19日

場 所 　遊々の森（ハサ岳国有林６８つ外林小班）外

ね ら い
① 自然の中で行われる各学習活動を通じて、屋久島の自然環境への理解を深める。
② 屋久杉の植生・利用の歴史を学ぶことにより、人との自然の関わり合いを考える。
③　普通科環境コースの仲間との絆を深めさせ、人との繋がりの大切さを学ぶ。

主 催 者 等 　屋久島高等学校

対 象 者 　屋久島高等学校普通科環境コース　　９名

講 師 　屋久島森林管理署流域管理調整官外

名 称 平成20年7月11日

場 所 　宮之浦岳

ね ら い

世界自然遺産である屋久島の貴重な自然遺産を守りたいとの考えから、学校行事に併せて、自
らが島の自然環境を考え、行動を起こそうと携帯トイレの使用を試みることとしたもので、携帯ト
イレの導入試験を行っている時でもあり、今回、屋久島高校の考えに呼応して携帯トイレを提供
すると共に今後の携帯トイレの利用に資する為のアンケート調査も行った。

主 催 者 等 　屋久島高等学校

①「屋久島世界自然遺産登録１５周年記念」　～屋久島の進むべき道～

12月20日、九州地方環境事務所、鹿児島県、屋久島町、屋久島環境文化財団及び九州森林管理局が主催
して参加者約120人のもと、「屋久島世界自然遺産登録一五周年記念シンポジウム」を屋久島町安房総合セン
ターにおいて開催しました。

小野寺浩鹿児島大学学長補佐が、「屋久島の体験―世界遺産、環境文化村―」と題して基調講演を行いま
した。パネルディスカッションでは、前段に九州森林管理局から屋久島世界自然遺産の現状等について関連
する取組や現状を織り交ぜながら報告し、「課題に対して根本的な解決策を模索する時期に来ている」と討議
につなげました。その後、「屋久島の進むべき道」をテーマに、日下田紀三屋久杉自然館館長をはじめ6人の
パネラーと木暮森林管理署長など三人のコメンテーターにより討議がなされました。「利用者や行政がお互い
助長し合いながらの地域作りが重要」「思い切った方向に踏み出すことも重要」などの意見がありました。ま
た、総括コメントで日高十七郎屋久島町長は「屋久島文化村構想の原点に戻って、これまでの議論を検証して
進んでいきたい」と述べました。

閉会挨拶では、九州森林管理局宮城計画部長が「討議内容から、進むべき道の方向性はほぼ同じ、直ぐに
出来ることもある。島の住民が主役になり、行政も出来ることを着実に行っていくことが重要」と締めくくりまし
た。

また、会場内では、「森林生態系保護地域」に関する解説や「樹勢回復措置」の説明等林野庁の保全に係る
取組やその成果に関するパネル展示を行い、参加者から関心が寄せられました。

対 象 者 　屋久島高等学校１年生　　　１１０名

講 師 　自然遺産保全調整官外

林野庁保全活動の展示ブースの様子
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2  屋久島自然休養林

（１）森林環境整備推進協力金の実施

協力金の額　　高校生以上　１人　３００円（１５人以上団体扱い　１人２５０円）　※島内在住者を除く
平成２０年度協力金徴収額合計 ５４，６２４千円
協定締結相手方　　　「屋久島レクリエーションの森保護管理協議会」

（２）利用者数

ア　年度別利用者数の推移

～屋久島森林生態系保護地域のモニタリング調査から～

２月28日、九州森林管理局・屋久島森林管理署が主催し、環境省屋久島自然保護官事務所、鹿児島県、屋
久島町、（財）屋久島環境文化村センターの共催のもと、シンポジウム「屋久島世界自然遺産・縄文杉からの
メッセージ」を屋久島環境文化村センターにおいて開催しました。

シンポジウムでは、「縄文杉」の樹勢回復・植生回復措置が１０年目を迎えたことを契機にその現況等につい
て、屋久島の荒田洋一樹木医が報告するとともに、屋久島世界自然遺産の価値とされる植生の垂直分布に関
するモニタリング等についても、屋久島の地区ごとの植生の違いや変化について報告されました。
島内のガイドを含む約70名の参加者があり、活発な意見交換が行われました。特に西部地域の枯損木の原
因については、過去のマツ材線虫病の影響や大陸からの汚染物質の可能性に加え、新たに薩摩硫黄島から
の噴煙が定期的に屋久島北西部に到来していることが写真により紹介され、また参加者からの塩害に関する
議論まで多岐に亘る充実した内容となりました。

また、アンケートでは、モニタリング調査の継続的な実施の重要性や調査結果等を含むシンポジウムの定期
的な開催などの意見があり、今後の取り組みに活かすこととします。

　　　　保全センターの保全活動に関する報告 熱心に聴き入る参加者

②「屋久島世界自然遺産・縄文杉からのメッセージ」

森林及び利用施設の整備と環境美化等のため、協力金制度を導入している。
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イ　年度別累計利用者数の推移

ウ　月別利用者数（荒川地区）

エ　月別利用者数（白谷地区）

　　　人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤクスギランド
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（３）勉強会の開催 

12 月 15 日、ガイド、レンタカー協会、建設業者、屋久島レクリエーションの森保護管理協議

会等総勢 39 名により、屋久島自然休養林(白谷雲水峡)において、ボランティア保全活動を実

施しました。 
活動内容は、憩いの大岩の段差解消をするグループと、人が入り込み苔に被害が出てい

る箇所の柵を設置仕直すグループとに別れ、その後、

全員で白谷小屋から入口までの約２㎞のし尿運搬を実

施しました。 
午後は、屋久島森林環境保全センターで、白谷雲水

峡の整備等に関する意見交換会を実施しました。会で

は、参加者と活発な意見交換ができました。これらの貴

重な意見を参考に、今後の自然休養林の整備に反映し

ていくことが重要です。また、参加者からは、「今後もこ

のような活動や意見交換会の機会をつづけて欲しい。」

との意見もあり、今後も活動を継続していきたいと考え

ています。 
 
 
（４）弥生杉周遊歩道の整備 

 白谷雲水峡のシンボルとして町民やバスツアー観光客から親しまれている弥生杉について

は、長年の踏み入れにより樹勢が衰えてきており、このまま放置すると立ち枯れを招く恐れが

あることから、樹木医による診断や助言により、20 年度末に弥生杉の根を踏まないよう周遊

遊歩道を設置したところです。 

これまで弥生杉を下から正面に眺めていた箇所を一

部存続させ、新たに、弥生杉の上側を回りながら弥

生杉の上層部も展望できるよう周遊歩道を設置し、

また、根への負荷を防ぐよう工夫しました。 

 今後、さらに樹勢を回復さ

せる措置として、平成１６年

の台風により弥生杉の直ぐ

側で発生した崩壊地に剥き出しとなり乾燥してきている根の回復を

促す措置を行うことを検討します。 

 弥生杉には白谷雲水峡を訪れる人々に、いつまでも悠然とした姿

をご覧いただけるよう取り組んでいきます。 
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３ ＮＰＯ等との連携 

ヤクタネゴヨウ採種林でのボランティア活動 
林野庁では「美しい森林づくり推進運動」に取

り組んでいます。その一環として、本年５月、沖

縄を除く九州各県知事と九州森林管理局長にお

いて、「九州の森林づくりに関する共同宣言」が

なされたところです。 
その主な行動の一つとして 11 月の第２日曜日

を「九州森林の日」として制定し幅広い参加者の

もとに共有の財産として森林を守り育て、未来に引き継ぐための具体的行動を実践するこ

ととされています。この趣旨を踏まえ、絶滅危惧種であるヤクタネゴヨウの種の保存と増

殖・復元を目的として屋久島町内の国有林に設定された見本林・採種林において、屋久島

生物多様性保全協議会やボランティアの方々など総勢 32 名により下刈り作業を実施しま

した。 
11 月９日は、あいにくの雨模様でしたが、各人で持ち寄った下刈り鎌で苗木の周囲を刈

払い、今後の成長の手助けをしました。 
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４　広報活動

（１）保全センター所報「洋上アルプス」の作成
　　ア　作成の主旨

　　イ　発行日
毎月５日に発行、１回発行部数　約１，３００部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　り

（２）セルフガイドブック「屋久島の森林」の発行

　　ア　作成の主旨

　　イ　販売　
　　　平成８年６月７日から販売開始
　　　平成１６年３月第三版販売開始・・・・・・規格：Ｂ６版オールカラー印刷、９３頁、一冊１，０００円

　　ウ　販売場所
　　   　屋久島森林環境保全センター、ヤクスギランド、白谷雲水峡、屋久島森林組合等

　　エ　平成２０年度販売部数　　　　　　　　５９４冊

（３）ホームページ「保全センター紹介」を更新
　インターネット上に掲載されている九州森林管理局ホームページの「保全センター紹介」を更新。

　　ア　紹介の主旨

　　イ　アドレス

屋久島の歴史、自然、主要登山道等を紹介し、屋久島の森林に関する教育、啓発活動を行うた
め発行。

保全センターの業務の紹介や活動報告、屋久島の雨量観測データなどの情報を提供すること
により地元施設や関係機関との密接な連携を図る。また、屋久島の生態、森林の役割、自然と
人との共生のあり方などに関する普及啓発を行うとともに、屋久島世界自然遺産地域内での保
全活動を紹介し、広く一般の理解と協力を深めるために作成。

   「保全センター設置の目的」「組織図」「主な業務内容」「業務計画及び実績」等を写真入りで紹
介し、屋久島自然遺産地域内での保全活動状況を広く一般の理解と協力を得るため。

  http://www.kyusyu.kokuyurin.go.jp/syoukai/hozentop2.html
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Ⅴ　その他の取り組み

①　調査・研究関連　　　　　　７１　件

②　撮影・取材関連　　　　　　７０　件

③　測量・関連　　　　　　　　　１０　件

④　その他　　　　　　　　　　　 ８２　件

２　保全センター保有資料

番号 資　料　名 機関（指導者）名等

1 図書（詳細は図書一覧表及び報告書リストのとおり）

2 ビデオ・DVD等（詳細は一覧のとおり）

鹿児島大学森林政策学研究室
枚田邦宏教授

4 生態系モニタリングプロットデータ 森林総合研究所

5 雨量データ 保全センター観測

6 水質調査データ 森林総合研究所九州支所

写真パネル（モノクロ４０枚、カラー11枚）
（昔の伐倒・集運材風景、小杉谷集落風景、著名木等

フォト写真（カラー：木製額縁40枚、アルミ額縁５０枚）
（著名木、代表的な植物、山岳部の風景等）

3

7

8

熊本営林局、西日本新聞社寄贈

保全センター撮影

モニタリング調査（入り込み調査）データ

１　入林・保護林内調査等の手続き
国有林野内で調査研究、撮影、取材、測量などを行う際には国有林野入林許可書が必要で

す。特に調査研究の場合、その場所が森林生態系保護地域内の場合、保護林調査許可書、採
集を行う場合環境省や文化庁の許可書（保安林内なら県知事の許可書も必要）等を確認のう
え、手続きを行なっています。

また入林時には火気注意・安全確保等の入林許可条件や一般の登山者に支障にならないよう
注意・森林生態系保護地域内では登山道以外は林内立入禁止等の遵守事項が定められていま
す。森林景観の保護と、安全で秩序ある利用を図るために入林許可申請手続きの徹底を図って
います。

平成20年度の申請件数　  　　　　２３３　件

調査研究、撮影等によって得られたデータや知見、成果品を保全センターが保有し、今後の調
査研究や事業実施のためのデータ蓄積と有効利用を図っています。

内訳
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
歴史 江戸時代に於ける 造林技術の史的研究 徳川 宗敬 西ヶ原刊行会
歴史 語りつぐ戦後林政史 林政総合協議会 日本林業調査会
歴史 語りつぐ戦後林政史 林政総合協議会 日本林業調査会
歴史 樺太林業史 井原 国雄 農林出版株式会社
歴史 国土緑化二十年の歩み 国土緑化推進委員会 同　左
歴史 国土緑化運動十五年 国土緑化推進委員会 同　左
歴史 国有林十年の歩み 農林省 林野庁 同　左
歴史 国有林野地元利用状況調査の総括分析 林野庁 調査課 林野弘済会
歴史 国有林労働運動史（第１巻） 林野庁
歴史 国有林労働運動史（第２巻） 林野庁
歴史 国有林労働運動史（第３巻） 林野庁 林野弘済会
歴史 国有林労働運動史（第４巻） 林野庁
歴史 国有林労働運動史（第５巻） 林野庁 林野弘済会
歴史 国有林労働運動史（第７巻.昭和３９年） 林野庁 林野弘済会
歴史 国有林労働運動史（第８巻.昭和４０年） 林野庁 林野弘済会
歴史 国有林労働運動史（第９巻.昭和４１年） 林野庁 林野弘済会
歴史 国有林労働運動史（第１０巻.昭和４２年） 林野庁 林野弘済会
歴史 ５０年のあゆみ 鹿児島県林業試験場 林業試験場創立50周年記念事業協替
歴史 三十五年のあゆみ 治山課３５年の歩み編集委員会 熊本営林局治山課
歴史 三十年の歩み ｢三十年の歩み｣編集委員会 日本林業土木株式会社
歴史 三十年の歩み（林政統一３０周年記念出版） 農林省.林業試験場九州支場 同　左
歴史 森林国営保険制度史 林野庁 農林出版株式会社
歴史 総合世界歴史辞典 井上 孝治.川崎 庸之.野原 四郎 時事通信社
歴史 大正昭和林業逸史（上巻） 林業経済研究所 日刊林業新聞
歴史 大正昭和林業逸史（下巻） 林業経済研究所 日刊林業新聞
歴史 治山事業五十年史 社団法人 日本治山治水協会 同　左
歴史 治山事業八十年史 社団法人 日本治山治水協会 同　左
歴史 朝鮮･満州･台湾林業発達史論 萩野 敏雄 林野弘済会
歴史 徳川時代に於ける林野制度の大要 林野庁 林野弘済会
歴史 ドイツ森林経営史 小沢 今朝芳 日本林業調査会
歴史 ドイツ林学者博 片山 茂樹 林業経済研究所
歴史 日光杉並木３００年の記録 鈴木柄馬 農林出版（株）
歴史 日本山林史（保護林篇 上） 農学博士.遠藤 安太郎 日本山林史刊行会
歴史 日本山林史（保護林篇 下） 農学博士.遠藤 安太郎 日本山林史刊行会
歴史 日本政治百年史 金森 徳次郎.山浦 貫一 夕刊 フクニチ新聞社
歴史 日本パルプ工業４０年史 谷口 潔 日本パルプ工業株式会社
歴史 日本木材統制史 桑田 治 林野弘済会
歴史 日本林業技術発達史（明治前） 日本学士院.日本科学史刊行会 日本学術振興会
歴史 日本林業発達史（上巻） 林業発達史調査会 林野庁
歴史 年輪（写眞で語る一世紀） 熊本営林局 林野弘済会熊本支部
歴史 農林行政史（第五巻 上） 農林大臣官房 総務課 財団法人 農林協会
歴史 農林行政史（第五巻 下） 農林大臣官房 総務課 財団法人 農林協会
歴史 北洋材経済史論 萩野 敏雄 林野弘済会
歴史 明治林業史要 林学博士 松波 秀實 大日本山林会
歴史 明治林業史要後輯 林学博士.松波 秀　遺稿 大日本山林会
歴史 林業技術史（地方林業編上 第１巻） （林野庁） 日本林業技術協会
歴史 林業技術の７０年（会誌に見る日林協の歩み） 日本林業技術協会 同　左
歴史 林業試験場六十年のあゆみ 農林省.林業試験場 同　左
歴史 林政二十年史（戦後林政の歩み） 日本林業協会 同　左
歴史 林土連三十年の歩み（林土連設立三十周年記念） （青木 昭二） 日本林業土木連合協会
歴史 林野地籍の沿革（続巻） 三枝 茂.飯島 浩 林野弘済会
歴史 国有林労働運動史（第11巻） 林野庁 林野弘済会
歴史 日本国有林の形成過程　第一巻 藤村重任 中央公論事業出版
歴史 森林・林業の動き～平成18年版森林・林業白書を中心に～ 林野庁 林政部企画課
歴史 九州育種場五十年の歩み 独立行政法人　森林総合研究所
経営・造林学 アカマツ林の施業 井上 由扶 日本林業技術協会
経営・造林学 亜高山地帯の造林技術 草下 正夫,岡上 正夫,松井 光瑶 ㈱創文
経営・造林学 アスファルト舗装要綱（２７版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 新しい時代の林道 水利科学研究所
経営・造林学 アメリカ合衆国の林業行政 奥原 日出男 林野共済会
経営・造林学 育林の生産構造 藤本 和平 林野弘済会
経営・造林学 欧米の森林と自然保護政策 海谷 俊彦.山本 武義 森林文芸社
経営・造林学 簡易舗装要綱（昭和５４年版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 環境修景論（緑化理論から計画まで） 近藤 公夫 ㈱地球社
経営・造林学 環境保全と緑化工技術 太田 重良,堀江 保夫 ㈱創文
経営・造林学 環境緑化の手引 東堂行雄 （株）地球社
経営・造林学 官行造林概説 大久保 恭 日本林業技術協会
経営・造林学 官公庁工事の経理（上） 斉藤 信雄,高柳 岸夫,室屋 勇 行政監察協議会出版部
経営・造林学 間伐の考え方と実際 水田 輝弥 ㈱創文
経営・造林学 間伐の仕方.出し方 蜂屋 欣二 全国林業改良普及協会
経営・造林学 学校植林（その計画と管理） 斉藤 功 文教書院
経営・造林学 橋梁設計計算例及び解説 足立 洪,加藤 信夫,今村 浩三 工学出版㈱
経営・造林学 近世造林技術 田中 波慈女 日本林業技術協会
経営・造林学 技術,経営,特殊林産（林業大系第２冊） 片山 左又 ㈱朝倉書店
経営・造林学 経営管理のための国有林野会計 遠藤 一巳 （社）日本林業協会
経営・造林学 契約施工管理事務の手びき 林業土木研究会 ㈲林土連研究社
経営・造林学 ケヤキ林の育成法 大阪営林局 森林施業研究会
経営・造林学 現場写真のとりかた 小沢 裕夫 ㈲林土連研究社
経営・造林学 航空写眞測量 木本 氏房 日本林業技術協会
経営・造林学 構造力学 西 賢考.池内 巌.扶持本 政義 日本林道協会
経営・造林学 恆續林思想 ｱﾙﾌﾚｰﾄ･ﾒｰﾗ著 平田 慶吉譯 岩波書店
経営・造林学 高密度林道網計画と施工 青木 信三 ㈱創  文
経営・造林学 高密度路網による森林施業試験事業区改定のための調査報告 青木 信三.緒方 吉箕.高橋 正佑 熊本営林局企画室
経営・造林学 公有林野政策とその現状 真貝 竜太郎 ㈱官廳新聞社
経営・造林学 国産材振興と国有林材の販売 国有林材研究会 日本林業調査会
経営・造林学 国有財産法精解 塚本 考次郎 財団法人 大蔵財務協会
経営・造林学 国有財産台帳と決算の実務 根本 貞夫 財団法人 大蔵財務協会
経営・造林学 国有林屋事業における　生産管理 野上 法次 林野弘済会
経営・造林学 國有林の経営計書 熊本営林局計画課長　子幡 弘之 ㈱朝倉書店
経営・造林学 国有林分収育林制度の解説 国有林分収育林制度研究会 ㈱地球社
経営・造林学 国有林野の活用実務必携（昭和５６年版） 林野庁 千代田出版株式会社
経営・造林学 平成３年度･国有林野事業の改善の推進状況 林野庁
経営・造林学 平成４年度･国有林野事業の改善の推進状況 林野庁
経営・造林学 平成５年度･国有林野事業の改善の推進状況 林野庁
経営・造林学 コルゲートメタルカルバート･マニュアル 鈴木 喬 社団法人 土質工学会
経営・造林学 コンクリート工事の検査 野上 又二郎.石井 義勝 大村書店
経営・造林学 コンクリートプラクティス（施工･配合･管理） 菊本 幸雄 吉井書店
経営・造林学 新･コンクリート工事の実際 竹内 一雄 林業土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ

（１）保有図書一覧
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
経営・造林学 合理的林道網計画 林業土木コンサルタンツ 同　左
経営・造林学 採穂（種）園害虫と防除 加辺正明 農林出版（株）
経営・造林学 砂防工学原論（第３版） 伏谷 伊一 地球出版㈱
経営・造林学 山林史上より観たる 東北文化之研究（一名東北山林史） 遠藤 安太郎 日本山林史研究会
経営・造林学 椎茸の生産と流通 吉良 今朝芳 農林出版㈱
経営・造林学 昭和５４年版 林道必携（事業編） 夏目 正 農林出版株式会社
経営・造林学 昭和５６年度会計実施検査提出調書 熊本営林局
経営・造林学 針葉樹のタネ（生産と管理） 小沢 準二郎 地球出版㈱
経営・造林学 森林穿孔虫と腐朽菌図説 農林省林業試験場北海道支場 社団法人北方林会業
経営・造林学 森林気象学 原田　泰 ㈱朝倉書店
経営・造林学 森林経理 片山 茂樹,田中 祐一 林野弘済会
経営・造林学 森林経理考（主として国有林野経営規程を中心として） 野村 進行 農林出版株式会社
経営・造林学 森林経理学 井上 由扶 ㈱地球社
経営・造林学 森林航測ハンドブック 日本林業技術協会
経営・造林学 森林生態學講議 河田 杰 ㈱養賢堂
経営・造林学 森林施業の手引 熊本営林局（技術開発室）
経営・造林学 森林測定法 西沢 正久 地球出版㈱
経営・造林学 例解森林調査の実務 森林調査研究会 地球出版㈱
経営・造林学 森林調査詳説 木梨 謙吉 農林出版株式会社
経営・造林学 森林づくりのいろいろ（分収造林･分収育林の事例集） 林野庁
経営・造林学 森林土壌の調べ方とその性質 森林土壌研究会 林野共済会
経営・造林学 森林土木構造物標準設計 林業土木コンサルタンツ 同　左
経営・造林学 森林土木構造物･標準設計解説書（Ⅰ） 土質工学会 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ研究委員会
経営・造林学 森林土木構造物.標準設計解説書（Ⅱ） 林業土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
経営・造林学 森林の景観施業 片岡 秀夫 日本林業調査会
経営・造林学 森林の公益的効果 松尾 兎洋 水利科学研究所
経営・造林学 森林の保全と山村振興 森林保全研究会 日本治山治水協会
経営・造林学 森林の流域管理システム 林野庁.林業制度研究会 ㈱日本林業調査会
経営・造林学 森林病害虫等防除必携（改訂版） 全国森林病虫獣害防除協会
経営・造林学 森林風景計画 田村 剛 成美堂書店
経営・造林学 森林保護学 四手井 網英 ㈱朝倉書店
経営・造林学 森林レクリェーションガイド（国有林野内スキー場） 林野庁 業務第二課
経営・造林学 地山の掘削の作業指針（第１巻） 建設業労働災害防止協会
経営・造林学 地山の掘･土止め支保工組立等の作業指針（第２巻） 建設業労働災害防止協会
経営・造林学 図説 樹病診断法 伊藤 一雄 農林出版株式会社
経営・造林学 樹病學及木材腐朽論 北島 君三 ㈱養賢堂
経営・造林学 樹病学 千葉 修 地球出版㈱
経営・造林学 樹木害虫総目録 樹木害虫総目録 渡邊福壽
経営・造林学 図説　樹木学（針葉樹編） 矢頭献一 （株）朝倉書店
経営・造林学 樹木のふやし方（タネ，ホとりから苗木まで） 関西地区林業試験研究機関連絡協議会育苗部 ㈱林業新聞社
経営・造林学 生活環境保全林ハンドブック 鈴木 郁雄 ㈱地球社
経営・造林学 製品生産事業関係帳票の解説 スリーエム研究会
経営・造林学 製品生産事業の改善努力と成果 スリーエム研究会
経営・造林学 世界の森林資源 山崎 慶一 森林資源総合対策協議会
経営・造林学 世界草地改良図説 牧野 忠夫 高陽書院
経営・造林学 図説 接木繁殖法（林業大系第４冊） 小野 陽太郎 ㈱朝倉書店
経営・造林学 セメントコンクリート舗装要領（４版） 日本道路協会
経営・造林学 線虫のはなし 横尾多美男 日本林業技術協会
経営・造林学 早期育成林業（森林資源総合対策協議会編） 光森 勇雄 産業図書株式会社
経営・造林学 素材･製材等の日本農林規格解説並に材積表 森旧 哲郎 全国木材協同組合連合会
経営・造林学 素材生産請負契約の実務 森 好弘 日本林業調査会
経営・造林学 ソ連邦の林業と林政 塩谷 勉 林野共済会
経営・造林学 造林学随想 中村 賢太郎 地球出版株式会社
経営・造林学 造林立地学入門 山田 昌一 農林出版株式会社
経営・造林学 新　造林学 佐藤 敬二 地球出版㈱
経営・造林学 造林技術の実行と成果 造林技術編纂会 日本林業調査会
経営・造林学 改訂　図説　造林技術 造林技術研究会 日本林業調査会
経営・造林学 造林実験営林署 実験結果報告書（昭和５５年度） 都城営林署
経営・造林学 造林投資の考え方（特に国有林を中心として） 山内健雄 日本林業技術協会
経営・造林学 造林の初期管理における省力技術の体系（基礎資料） 熊本営林局
経営・造林学 対数表（丸善） 丸善㈱
経営・造林学 択伐的施業と樹下植採 熊本営林局 技術開発委員会
経営・造林学 第１次施業管理計画書　計画期間（自:平成5.4.1～至:平成8.3.31） 熊本営林局 計画課
経営・造林学 第八次治山事業五箇年計画（平成４年度～平成８年度） 林野庁 日本治山治水協会
経営・造林学 大規模林道開発と地域開発 林業土木研究会 ㈲林土連研究社
経営・造林学 地位指数調査の実際 渡辺 定元,田中 正則,若月 勇 日本林業調査会
経営・造林学 治山･林道事業における木材の使用事例集 林道研究会 日本林道協会
経営・造林学 治山計画と実行 林野庁 日本治山治水協会
経営・造林学 治山全体調査（第３部）の進め方 小沢 祐夫 ㈲林土連研究社
経営・造林学 治山普及の記録 萩原 貞夫 日本治山治水協会
経営・造林学 天然林施業と複層林施業（その考え方と実際） 日本林業調査会
経営・造林学 電気と油圧の知識（林業機械シリーズ第５５集） 林業機械化協会 社団法人 林業機械化協会
経営・造林学 都市林 （財）林業経営研究所 農林出版株式会社
経営・造林学 道路円曲線法（第９版）
経営・造林学 道路曲線法（第３版） 竹内 一雄 林業土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
経営・造林学 道路土工･軟弱地盤対策工指針（１４版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路土工･のり面工･斜面安定工指針（９版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路土工･排水工指針（１２版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路土工･土質調査指針（１２版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路土工･擁壁･カルバート･仮設構造物工指針（１８版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路橋示方書･同解説（Ⅰ:共通編 Ⅱ:鋼橋編） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路標識設置基準･同解説（８版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 土止め支保工組立等の作業指針（第１巻） 森林土木研究会 ㈱林土連研究社
経営・造林学 日本国有林の形成課程 藤村 重任 （財）水利科学研究所
経営・造林学 日本主要樹種林分　収穫表 早尾 丑磨 帝国森林会
経営・造林学 日本の治山 林野庁 日本治山治水協会
経営・造林学 日本の治山 林野庁 日本治山治水協会
経営・造林学 日本の林業と農山村経済の更正（奥附） 渡辺 全 ㈱養賢堂
経営・造林学 日本林業の現状（Ⅱ造林保護） 石谷 憲男 地球出版㈱
経営・造林学 日本林業の進路をさぐる（Ⅰ） 半田 良一,森田 学 日本林業協会
経営・造林学 日本林業の現状（５観光と自然保護） 石谷 憲男 地球出版株式会社
経営・造林学 日本林野入会権論 遠藤 治一郎 林野共済会
経営・造林学 農薬要覧 サンケイ化学㈱
経営・造林学 農林航空技術ハンドブック 農林航空技術ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ編集委員会 地球出版株式会社
経営・造林学 葉枯らし乾燥 全国林学改良普及協会 全国林業改良普及協会
経営・造林学 訂正 標準林學講議 薗部 一郎.三浦 伊八郎 地球出版株式会社
経営・造林学 肥料木と根粒菌 植村誠次 地球出版（株）
経営・造林学 風倒木.間伐材等利用事例集 風倒木間伐材等用余開発研究会 ㈱マルチサービス
経営・造林学 複層林の施業技術 日本林業技術協会
経営・造林学 複層林施業の事例と実行手順 熊本営林局 計画課
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
経営・造林学 平成五年版 林道必携（設計編） 林道研究会 日本林道協会
経営・造林学 平成６年版 林道必携（設計編） 林道研究会 日本林道協会
経営・造林学 保安林政策１００年の変遷 仰木 重蔵 日本林業技術協会
経営・造林学 松くい虫の分類と天敵の手引 安永 邦雄 熊本営林局
経営・造林学 松くい虫被害対策制度の解説 林野庁 全国森林病虫獣害防除協会
経営・造林学 松くい虫の謎を解く（松を枯らす材線虫と土水母）（再版） 伊藤 一雄 農林出版㈱
経営・造林学 水資源と森林行政 天野 義治 林土連研究社
経営・造林学 密度管理 安藤 貴 農林出版㈱
経営・造林学 南九州における広葉樹林の森林施業について（特に天然林施業を中 熊本営林局 計画課
経営・造林学 民有林直轄治山事業概要（全国版） 林業土木コンサルタンツ 林野庁
経営・造林学 木材貿易の知識 林野庁 農林出版株式会社
経営・造林学 木材工業便覧 斎藤 美鴬 林野共済会
経営・造林学 木材需給と木材工業の現状（昭和５６年版） 林野庁 林産行政研究会
経営・造林学 木材需給と木材工業の現状（昭和５７年版） 林野庁 林産行政研究会
経営・造林学 木材需給と木材工業の現状（昭和５８年版） 林野庁 林産行政研究会
経営・造林学 木材需給と木材工業の現状（昭和５９年版） 林野庁 林産行政研究会
経営・造林学 木材需給と木材工業の現況（６３年版） 林野庁 林産行政研究会
経営・造林学 木材理学総論 渡辺 治人 ㈱林業新聞社
経営・造林学 やさしい林野測量の実務 黒田 清三郎 財団法人 林業土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
経営・造林学 有用広葉樹の知識（育てかたと使いかた） 林業科学技術振興所
経営・造林学 予算執行の基準 井上　鼎 ㈱誠信書房
経営・造林学 緑化木の病害虫見分け方と防除薬剤 林業薬剤協会
経営・造林学 理論･技術　木炭と加工炭（林業大系第３冊） 内田 憲 ㈱朝倉書店
経営・造林学 改訂 林業害虫防除論（上巻） 井上 元則 地球出版株式会社
経営・造林学 林業害虫防除論（下巻Ⅰ） 井上 元則 地球出版㈱
経営・造林学 林業機械の基礎知識（林業技術者のために第５４集） 林業機械化協会 社団法人 林業機械化協会
経営・造林学 林業企業形態論 野村 進行 ㈱朝倉書店
経営・造林学 林業技術の現状と展望 スリーエム研究会
経営・造林学 林業技術者のための特用樹の知識 日本林業技術協会
経営・造林学 林業経営経済學 野村 進行 ㈱朝倉書店
経営・造林学 林業経営と更新技術 坂口 勝美 日本林業調査会
経営・造林学 林業経営経済学 野村 進行 ㈱朝倉書店
経営・造林学 林業経営計算 篠田 六郎 ㈱朝倉書店
経営・造林学 林業経営経済学 ｹﾞﾙﾊﾝﾄ･ｽﾊﾟｲｹﾞﾙ著 有賀 美彦.中村 三省 訳 地球出版株式会社
経営・造林学 林業経済論 野村 勇 （財）林野共済会
経営・造林学 林業診断 柳下 鋼造 農林出版㈱
経営・造林学 林業実務叢書（財政法及び会計法 第１輯） 林野庁 （財）林野共済会
経営・造林学 林業事業体ハンドブック（全面改訂版） スリーエム研究会
経営・造林学 林業実験と実習 三浦 伊八郎 地球出版株式会社
経営・造林学 林業政策論 甲斐 原一郎 林野共済会
経営・造林学 森林政策原論 松島 良雄.小沢 今朝芳 日本林業調査会
経営・造林学 林業政策（上巻） 薗部 一郎 （合）西ヶ原刊行会
経営・造林学 林業政策の理論（下巻） 甲斐 原一郎 日本林業調査会
経営・造林学 林業生産マンの実務 スリーエム研究会
経営・造林学 林業統計要覧（１９７７） 林野弘済会
経営・造林学 林業土木監督員必携（第３版） 熊本営林局 熊本林業土木協会
経営・造林学 林業土木学 日本林道協会
経営・造林学 林業土木業務必携（林道編） 国有林 林道研究会 ㈱林土連研究社
経営・造林学 林業土木現場必携（林道編） 林業土木研究会 ㈱林土連研究社
経営・造林学 林業土木･工事の施工管理 林業土木研究会 日本林業土木連合協会
経営・造林学 林業土木の設計から完成まで 加藤 誠平 産業図書株式会社
経営・造林学 林業土木ハンドブック 品川 正義.川路 三郎 千代田出版株式会社
経営・造林学 林業土木ハンドブック 松本 広治.村本 正昭 千代田出版株式会社
経営・造林学 林業土木ハンドブック 高村 舜介.田丸 正 千代田出版株式会社
経営・造林学 林業土木ハンドブック 山口 岩介 千代田出版株式会社
経営・造林学 林業土木ハンドブック 山口 岩介 千代田出版株式会社
経営・造林学 林業の安全（その考え方と進め方） 山谷 ㈱中央編集室
経営・造林学 林業百科事典 日本林業技術協会 丸善株式会社
経営・造林学 林業用除草剤選択の手引 林業薬剤協会
経営・造林学 林業労働図設（素材生産編） 藤林 誠.辻 隆道 地球出版株式会社
経営・造林学 林業労働図設（種苗･育林･撫育編） 藤林 誠.辻 隆道 地球出版株式会社
経営・造林学 林産物価格論 野村 勇 林野弘済会
経営・造林学 林産物価格論 野村 勇 （財）林野共済会
経営・造林学 改訂　林政學概要 島田 錦臓 地球出版株式会社
経営・造林学 林地除草剤の実際 林業薬剤協会
経営・造林学 林道設計 竹内 一雄 林業土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
経営・造林学 林道の機能と林道事業 建設業労働災害防止協会 日本林業調査会
経営・造林学 林野火災ハンドブック 公平 秀蔵.中沖 豊 宏林タイムス社
経営・造林学 林野火災の警防戦術 消防庁（消防課.地域防災課） ㈱ぎょうせい
経営・造林学 わかりやすい造林の基礎知識 山内 健雄 宏林タイムス社
経営・造林学 林業の安全と人間工学 辻　隆道 宏林タイムス社
経営・造林学 樹木社会学 渡邊定元 財団法人　東京大学出版会
経営・造林学 広葉樹人工造林の手引き 熊本営林局 同　左
経営・造林学 続・森林とともに 近藤　助 近藤助先生遺徳顕彰会
経営・造林学 森林の流通管理システム 林業制度研究会編 （株）日本林業調査会
経営・造林学 私たちの森林 （社）日本林業技術協会
経営・造林学 造園修景積算マニュアル （財）建設物価調査委員会
経営・造林学 林木育種事業５０周年記念シンポジウム 独立行政法人　森林総合研究所
統計 鹿児島県林業統計（平成３年度） 鹿児島県 林務水産部
統計 鹿児島県林業統計（平成４年度） 鹿児島県 林務水産部
統計 鹿児島県林業統計（平成５年度） 鹿児島県 林務水産部
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４３年） 熊本営林局 同　左
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４５年） 熊本営林局 同　左
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４６年） 熊本営林局 同　左
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４７年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４８年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４９年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５０年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５１年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５２年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５３年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５４年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５５年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５６年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５７年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５８年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５９年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和６０年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和６１年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和６２年） 熊本営林局
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
統計 熊本営林局事業統計書（昭和６３年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成元年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成２年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成３年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成４年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成５年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成６年） 熊本営林局
統計 国有林野事業統計書（時系列版） 林野庁
統計 全国林材業者総覧 （株）林材新聞社 同　左
統計 第２７次 昭和５０年国有林野事業統計書（昭和４９年度） 林野庁
統計 第２８次 昭和５１年国有林野事業統計書（昭和５０年度） 林野庁
統計 第２９次 昭和５２年国有林野事業統計書（昭和５１年度） 林野庁
統計 第３０次 昭和５３年国有林野事業統計書（昭和５２年度） 林野庁
統計 第３１次 昭和５４年国有林野事業統計書（昭和５３年度） 林野庁
統計 第３３次 昭和５６年国有林野事業統計書（昭和５５年度） 林野庁
統計 第３４次 昭和５７年国有林野事業統計書（昭和５６年度） 林野庁
統計 第３５次 昭和５８年国有林野事業統計書（昭和５７年度） 林野庁
統計 第３６次 昭和５９年国有林野事業統計書（昭和５８年度） 林野庁
統計 第３７次 昭和６０年国有林野事業統計書（昭和５９年度） 林野庁
統計 第３８次 昭和６１年国有林野事業統計書（昭和６０年度） 林野庁
統計 第３９次 昭和６２年国有林野事業統計書（昭和６１年度） 林野庁
統計 第４１次 平成元年国有林野事業統計書（昭和６３年度） 林野庁
統計 第４２次 平成２年国有林野事業統計書（平成元年度） 林野庁
統計 第４３次 平成３年国有林野事業統計書（平成２年度） 林野庁
統計 第４４次 平成４年国有林野事業統計書（平成３年度） 林野庁
統計 第４５次 平成５年国有林野事業統計書（平成４年度） 林野庁
統計 第４６次 平成６年国有林野事業統計書（平成５年度） 林野庁
統計 鳥獣関係統計（１９８８） 環境庁 環境庁自然保護局野生生物課
統計 鳥獣関係統計（１９８９） 環境庁 環境庁自然保護局野生生物課
統計 鳥獣関係統計（１９９０） 環境庁 環境庁自然保護局野生生物課
統計 都道府県別林業総覧 地域林業研究会 地球出版株式会社
統計 統計かみやく ８年度版 上屋久町 屋久島新生社印刷
統計 平成８年度版　統計　やく 鹿児島　屋久町
統計 統計  かみやく　平成８年度版 鹿児島県上屋久町 屋久島新生社印刷
統計 統計　かみやく　平成７年度版 鹿児島県上屋久町 屋久島新生社印刷
統計 統計　かみやく　平成１０年度版 鹿児島県　上屋久町 渕上印刷株式会社
統計 平成１１年度版　統計　やく 鹿児島県　屋久町 秀巧社印刷
統計 平成１０年度　統計　やく 鹿児島県屋久町 秀巧社印刷
統計 平成１０年度　統計　やく 鹿児島県屋久町 秀巧社印刷
統計 平成９年度　年報　第２６号 農林水産省　林野庁　林木育種センター　九州

育種場
　（有）　ひかりプリント

統計 統計　かみやく　平成１１年度版 鹿児島県上屋久町 渕上印刷株式会社
統計 九州森林管理局事業統計書（平成１１年度） 九州森林管理局 (有)さかき印刷
統計 治山　三月号 治山研究会
統計 治山　１９９６　５月号 治山研究会
統計 治山　１９９６　９月号 治山研究会
統計 治山　１９９６　８月号 治山研究会
統計 治山　１９９６　６月号 治山研究会
統計 治山　１９９６　４月号 治山研究会
統計 尾鷲林業 三重県紀北県民局尾鷲農林水産事務所
統計 農林水産統計速報　製材統計 農林水産省統計情報部
統計 治山　１９９６　７月号 治山研究会
統計 平成７年度　公務災害統計表 熊本営林局
統計 統計　かみやく　平成７年度版 鹿児島県上屋久町
統計 平成７年度　鹿児島県林業統計 鹿児島県林務水産部
統計 第４９次 平成９年国有林野事業統計書 林野庁
統計 第５１次 平成１１年国有林野事業統計書（平成１０年度） 林野庁
統計 平成９年度　公務災害統計表　（付）　通勤災害統計表 熊本営林局
統計 平成９年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計書 林野庁厚生課
統計 平成１１年度　公務災害統計表　（付）通勤災害統計表 九州森林管理局
統計 平成１１年度　公務災害統計表　（付）通勤災害統計表 九州森林管理局
統計 平成１１年度　公務災害統計表　（付）通勤災害統計表 九州森林管理局
統計 平成１０年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計書 林野庁福利厚生室
統計 平成１０（１９９８）年度　鳥獣関係統計 環境庁自然保護局
統計 熊毛の林業 鹿児島県熊毛支庁
統計 統計　かみやく　平成８年度版 鹿児島県上屋久町
統計 平成１１年度版　統計  やく 鹿児島県屋久町
統計 平成１１年度　国有林野事業労働災害統計書　(付）　通勤災害統計 林野庁福利厚生室
統計 平成１１年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）　通勤災害統計 林野庁福利厚生室
統計 平成５年度版　統計  やく 鹿児島県屋久町
統計 平成１２年度版統計やく 屋久町 屋久町役場企画調整課
統計 平成１２年度版統計やく 屋久町 屋久町役場企画調整課
統計 第５２次平成１２年国有林野事業統計書 林野庁
統計 平成１２年度　鹿児島県林業統計 鹿児島県林務水産部
統計 平成１３年度　森林・林業振興施策の概要 鹿児島県林務水産部
統計 統計かみやく平成１２年度版 鹿児島県上屋久町
統計 平成１２年度年報　第２９号 独立行政法人　林木育種センター九州育種場
統計 平成１３年九州森林管理局事業統計書（平成１２年度） 九州森林管理局
統計 平成１１年（1999）年度　鳥獣関係統計 環境省自然環境局
統計 平成12(2002)年度　鳥獣関係統計 環境省自然環境局
統計 平成13年度　鹿児島県林業統計 鹿児島県林務水産部
統計 平成12年度　公務災害統計表　（付）通勤災害統計表 九州森林管理局
統計 平成13年度　公務災害統計表　（付）通勤災害統計表 九州森林管理局
統計 平成14年　九州森林管理局事業統計書（平成13年度） 九州森林管理局
統計 第54次　平成14年度国有林野事業統計書（平成13年度） 林野庁
統計 平成12年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計表 林野庁福利厚生室
統計 平成13年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計表 林野庁福利厚生室
統計 統計　かみやく　平成13年度版 鹿児島県上屋久町
統計 平成14年度版　統計やく 鹿児島県屋久町
統計 平成14年度　公務災害統計表
統計 平成14年度　国有林野事業労働災害統計書（付）通勤
統計 第48次　平成8年国有林野事業統計書
統計 第50次　平成10年国有林野事業統計書
統計 平成8年度　国有林野事業労働災害統計書
統計 平成７年度　鳥獣関係統計書
統計 平成9年度　鳥獣関係統計書
統計 平成10年度　鹿児島県林業統計
統計 平成11年度　鹿児島県林業統計
統計 平成14年度　鹿児島県林業統計
統計 平成15年　九州森林管理局事業統計書 九州森林管理局
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
統計 平成17年度　公務災害統計書　（付）勤務災害統計書 九州森林管理局
統計 平成17年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計書 林野庁福利厚生室
統計 森林・林業統計要覧　２００７ 林野庁
機械 秋田の伐木運材 加島 繁太郎,清水 利久 日本木材加工技術協会
機械 秋田の林業と木材業 時事通信社秋田支局
機械 改訂　集材機架線作業の実務 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 73 林業機械化協会
機械 改訂林業機械ハンドブック スリーエム研究会
機械 改訂わかりやすいチェンソー工学（上）林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 43 山中 英司 林業機械化協会
機械 改訂わかりやすいチェンソー工学（下）林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 44 山中 英司 林業機械化協会
機械 架空索の理論とその応用 堀 高夫,村山 茂明 ㈱地球社
機械 機械化による効率的な間伐作業の進め方 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 75 林業機械化協会
機械 機械化ビジョン 林業機械化推進研究会 全国林業改良普及協会
機械 機械集材装置の点検基準と解説 全国集運材架線技士協会
機械 高性能林業機械による新たな作業システムの確立に関する調査 林野庁
機械 高密度路網営林法 林野庁 日本林道協会
機械 小型ヂーゼル機関取扱解説（昭和１３年増補改訂版） 手島 重朝 熊本営林局 研修会
機械 合　板 ｢合版｣編纂委員会 日本合板工業組合
機械 写真と図で学ぶ正しい作業のやり方（伐木造材から集運材まで） スリーエム研究会
機械 集材機主索の設計数値表 上田 実,・柴田 順一 日本林業技術協会
機械 集材機作業基準･解説　集材機作業要領･解説 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 林業機械化協会
機械 集材機とその付属器具 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 61 林業機械化協会
機械 集材方法の事例集（これからの森林施業のために） 林業機械化協会
機械 図説集材機索張法 林業機械ｼﾘｰｽﾞNO 56 林業機械化協会
機械 選抜実用伐出技術 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 81 林業機械化協会
機械 造林作業基準,造林機械取扱要領,除草剤作業基準,林地除草剤使用

基準解説 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 76
林業機械化協会

機械 続･林業技術の現状と展望 スリーエム研究会
機械 タワーヤーダとその作業 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 80 林業機械化協会
機械 低コスト木材生産をめざして（提言と実行事例） 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 林業機械化協会
機械 伐木運材図説 関谷 文彦 賢文館
機械 伐木･運材の経営と技術 三品 忠男,有馬 考昌 地球出版㈱
機械 伐木造材作業基準･解説 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 68 林業機械化協会
機械 非皆伐施業における効率的搬出法 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 78 林業機械化協会
機械 ブルドーザーによる傾斜階段造林地造成に関する調査研究報告書 熊本営林局
機械 林業架線作業の安全 林業労働災害防止協会
機械 林業機械ハンドブック スリーエム研究会
機械 （林業機械取扱のための）新版　法令の手引 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 67 林業機械化協会
機械 （林業機械取扱のための）法令の手引 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 60 林業機械化協会
機械 林業機械便覧（１９９１） 林業機械化協会
機械 林業作業測定の進め方 辻 隆道,渡辺 庄三郎 地球出版㈱
機械 林業･林産業活性化のための　身近な最新技術事例集 林業技術開発普及研究会 日本林業調査会
機械 ワイヤーロープとその取扱い方 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 46 林業機械化協会
法律・通達 安全関係通達集 国有林野事業安全管理研究会 林材業労災防止協会
法律・通達 安全関係通達集（昭和５８年３月） 熊本営林局福利更正課
法律・通達 営林署の管理者（参考資料 NO 23） 熊本営林局
法律・通達 延納事務提要 熊本営林局
法律・通達 鹿児島県交通実務法令集 鹿児島県警察本部交通部
法律・通達 官庁契約法 米田一男 大村書店
法律・通達 官庁契約法精解 米田一男 （財団法人）大蔵財務協会
法律・通達 基幹作業職員制度の解説 林野労務研究会 林野弘済会
法律・通達 企業財務ハンドブック 河野 豊弘,染谷 恭次郎,諸井 勝之助 丸善㈱
法律・通達 計算証明関係法令通達集 林野庁業務部経理課
法律・通達 計算証明関係法例通達集（昭和４６年１１月） 林野庁　業務部経理課
法律・通達 契約　不当経理（Ⅰ） 井上　鼎 行政監察協議会出版部
法律・通達 契約　契約実務（Ⅲ） 児玉 末吉,五十嵐 六郎 行政監察協議会出版部
法律・通達 契約書式集（造林.製品生産事業関係） 熊本営林局
法律・通達 契約書式集 熊本営林局
法律・通達 経理事務指導調査要領（昭和49年度） 熊本営林局経理課
法律・通達 経理事務提要（物品管理編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（計算証明編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（調達編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（日額旅費編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（支出編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（計算証明編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（債権管理.収入編） 熊本営林局
法律・通達 決算事務取扱細則 林野庁
法律・通達 決算事務取扱細則 林野庁
法律・通達 決算事務取扱細則 林野庁
法律・通達 決算事務取扱細則 林野庁
法律・通達 現代会計学体系（第Ⅰ巻） 横浜市立大学会計学研究室 同文舘出版㈱
法律・通達 現代会計学体系（第Ⅱ巻） 横浜市立大学会計学研究室 同文舘出版㈱
法律・通達 公会計基本法遂条注釈（上） 大澤 實 全国会計職員協会
法律・通達 公会計基本法遂条注釈（中） 大澤 實 全国会計職員協会
法律・通達 購買改善のやり方（ＶＡ研究）参考資料 NO 20 熊本営林局
法律・通達 国有林経営講座（経理） 槙 重博 千代田出版㈱
法律・通達 国有林分収育林関係通達集（昭和６０年３月） 林野庁　業務第二課
法律・通達 国有林野会計の債権管理（上） 曽根 省吾 地球出版㈱
法律・通達 国有林野会計の債権管理（下） 曽根省吾 地球出版㈱
法律・通達 国有林野関係通達集＜組織・人事・更正編＞（昭和５６年版） 林野弘済会
法律・通達 国有林野関係通達集＜労働編＞（平成２年版） 林野弘済会
法律・通達 国有林野関係通達集＜経理編＞（平成３年版） 林野弘済会
法律・通達 国有林野経営規程の運用上の取扱いについて 熊本営林局
法律・通達 国有林野経営規程の運用上の取扱いについて 熊本営林局
法律・通達 国有林野経営規程の運用上の取扱いについて 熊本営林局
法律・通達 国有林野経営規程の解説 林野庁 地球出版（株）
法律・通達 国有林野産物販売関係通達集（平成７年２月） 林野庁  販売推進室
法律・通達 国有林野事業職員安全管理規程附属様式及び同記載要領 林野庁
法律・通達 国有林野事業特別会計法令集 林野庁経理課
法律・通達 国有林野事業特別会計物品管理事務質疑応答集 林野庁経理課物品管理班
法律・通達 国有林野事業特別会計.経理規程の解説 林野庁 ㈱大成出版社
法律・通達 国有林野事業特別会計.経理規程の解説 林野庁 ㈱大成出版社
法律・通達 国有林野事業･林業事業体ハンドブック スリーエム研究会 同　左
法律・通達 国有林野の活用に関する公表及び通達（昭和５２年３月） 林野庁　管理課
法律・通達 国有林野の産物.売払規程解説 槙 重博 千代田出版㈱
法律・通達 国家公務員宿舎事務提要（初版） 公務員宿舎事務研究会 大村書店
法律・通達 国家公務員災害補償関係法令集（昭和６１年版） 日本人事行政研究所 大蔵省印刷局
法律・通達 国家公務員宿舎関係法令通達集（昭和５６年版） 大蔵省理財局国有財産第一課 財務出版（株）
法律・通達 国家公務員宿舎関係法令通達集（昭和６３年版） 大蔵省理財局国有財産第一課 財務出版（株）
法律・通達 雇用計画のたて方（ＰＥＲＴ研究）参考資料 NO 19 熊本営林局
法律・通達 これからの購買管理のあり方（参考資料 NO 18） 熊本営林局監査課
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
法律・通達 債権管理事務提要 訟務研究会
法律・通達 債権管理関係法令通達集（昭和53年11月現在） 林野庁経理課編
法律・通達 債権管理関係法令集（昭和45年10月1日現在） 林野庁経理課編
法律・通達 債権管理事務質疑応答集 林野庁経理課編
法律・通達 債權法總論 横田 秀雄 巌松堂書店
法律・通達 最新  法律経済語大辞典（３版） 小島義一．小川頼忠 清文社
法律・通達 財政小六法（昭和４５年版） 大蔵省主計局法規課 学陽書房
法律・通達 財政法会計法講議 小峰保栄 全国会計職員協会
法律・通達 就業規則並びに作業員の賃金に関する労働協約 熊本営林局
法律・通達 職場研修の手引き 熊本営林局研修所
法律・通達 新会計学辞典 神戸大学会計学研究室 同文舘出版㈱
法律・通達 新訂国有財産事務提要 田中 哲男 大村書店
法律・通達 新版　鳥獣保護法の解説 環境庁自然保護局 林野弘済会
法律・通達 森林法解説 林野庁経済課 林野弘済会
法律・通達 森林法の軌跡 筒井　迪夫
法律・通達 続･森林法の軌跡 筒井　迪夫 農林出版（株）
法律・通達 森林保全詳説 筒井 迪夫 農林出版㈱
法律・通達 製品事業所の事務改善調査報告書（参考資料 NO 17） 熊本営林局監査課
法律・通達 測定業務必携（平成５年版） 国有林野測定業務研究会 ヨシダ印刷㈱
法律・通達 造林関係法規集（昭和５５年版） 林野庁造林課 （株）地球社
法律・通達 第84回国会､国有林野改善特別措置法､農林省設置法改正法(林野

庁関係)会議録(昭和５６年６月)林野庁
法律・通達 地方行財政のための　実務民事法 上野国夫 （株）帝国地方行政学会
法律・通達 電波法令集 郵政省 （財団法人）電気通信振興会
法律・通達 日本１０進分類法（新訂７版） 森 清 社団法人 日本図書館協会
法律・通達 入会林野近代化法の解説 高須儼明.松岡 勝定 満田弘三
法律・通達 農林水産省文書関係規則集 農林水産大臣官房文書課
法律・通達 農林法規解説全集　　民有林野編 農林法規研究委員会 （株）大成出版社
法律・通達 農林法規解説全集　　国有林野編 農林法規研究委員会 （株）大成出版社
法律・通達 品目所属区分表 林野庁
法律・通達 物品管理関係法令集 林野庁経理課
法律・通達 物品管理関係法令集 林野庁経理課
法律・通達 （統）目標管理のための簡易作業分析（参考資料 NO 25） 熊本営林局
法律・通達 有害鳥獣駆除関係例規集 鹿児島県 林務水産部 森林保全課
法律・通達 様式集 熊本営林局
法律・通達 林業会計の基礎理論 福岡 克也,栗村 哲象 地球出版㈱
法律・通達 林業基本法の解説 林野庁 日本林業協会
法律・通達 林業土木法規集（林道編） 林業土木研究会 （株）林土連研究社
法律・通達 林業土木法規集（林道編） （有）林土連研究社
法律・通達 林政学 塩谷　勉 （株）地球社
法律・通達 林地開発許可業務必携 林野庁 日本治山治水協会
法律・通達 林野小六法（平成４年版） 林野弘済会
法律・通達 例規類集（事業編） 熊本営林局
法律・通達 例規類集（総務編） 熊本営林局
法律・通達 例規類集（経営編） 熊本営林局
法律・通達 労働安全衛生規則 労働省安全衛生部 中央労働災害防止協会
法律・通達 労働法全書 労務行政研究所
法律・通達 労働法規全書（昭和５２年版） 労働行政研究所 （財団法人）労務行政研究所
法律・通達 六法全書（昭和５０年版） 鈴木竹雄. 田中二郎 （株）有斐閣
法律・通達 六法全書（昭和５２年版） 鈴木竹雄. 田中二郎 （株）有斐閣
法律・通達 解説　国有林野の活用に関する法律 林野庁監修　土門堅・武笠忠雄 大成出版社
法律・通達 森林官の実務ガイド 熊本営林局
法律・通達 技術開発関係通達集 九州森林管理局
法律・通達 農林水産省　物品管理関係法令通達集 農林水産省大臣官房経理課
研究・報告書 屋久島の固定試験地におけるスギ天然林の構造と成長について 吉田茂二郎.今永正明
研究・報告書 １９８２年報 水経済年報（通巻第２８巻） 水利科学研究所 （財）水利科学研究所
研究・報告書 ９０.７.２豪雨災レポート 熊本県林務水産部 森林保全課
研究・報告書 秋田杉林の成立並びに更新に関する研究 岩崎 直人 社団法人 興林会
研究・報告書 育林學原論 中村 賢太郎 合資会社 西ヶ原刊行会
研究・報告書 インドネシア林業･砂防技術協力プロゼクト現地調査報告書 国際林学協力研究会
研究・報告書 映画フイルム（プリント原版目録） 林野庁
研究・報告書 鹿児島県林業振興地域整備基本方針書（昭和５５年度） 鹿児島県
研究・報告書 鹿児島県の林業 鹿児島県 林務水産部
研究・報告書 鹿児島県の林業（昭和５４年度） 鹿児島県 林務部
研究・報告書 カシ･シイの中心郷土地帯における常緑広葉樹林の林分構成成長･

更新ならびに施業に関する研究
熊本営林局

研究・報告書 九州国有林の自然 熊本営林局 熊本営林局
研究・報告書 九州支部研究論文集（第４８号） 日本林学会九州支部
研究・報告書 共同林と森林組合の研究 植村 恒三郎 林野共済会
研究・報告書 技術開発実施要綱及び運営要領 熊本営林局
研究・報告書 技術開発実施要綱及び運営要領,昭和５５年度技術開発計画書 熊本営林局 技術開発室
研究・報告書 昭和５９年度技術開発実施計画書 昭和５８年度技術開発実施報告

書（５９－Ｎｏ１）
熊本営林局 計画課技術開発室

研究・報告書 昭和５８年度技術開発課題 完了報告書（５９－Ｎｏ２） 熊本営林局 計画課技術開発室
研究・報告書 昭和６０年度技術開発実施報告書 技術開発課題完了報告書（６１－ 熊本営林局 計画課技術開発室
研究・報告書 昭和６０年度技術開発実施計画書 昭和５９年度技術開発実施報告

書 （６０－Ｎｏ１）
熊本営林局 計画課技術開発室

研究・報告書 昭和６１年度技術開発実施報告書 技術開発課題完了報告書（６２－ 熊本営林局 計画課技術開発室
研究・報告書 昭和６２年度技術開発実施報告書 技術開発課題完了報告書（６３－ 熊本営林局 計画課技術開発室
研究・報告書 昭和６３年度養成研修（普通科,研修関係資料Ｎｏ５７） 熊本営林局 人事課研修所
研究・報告書 平成２年度技術開発実施報告書 技術開発課題完了報告書（平３－ 熊本営林局
研究・報告書 技術研究発表課題目録（昭和３５年度～昭和５７年度） 熊本営林局
研究・報告書 昭和５５年度 国有林技術研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和５７年度 国有林技術研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和５０年度第７回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５１年度第８回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５３年度第１０回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５４年度第１１回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５５年度第１２回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５９年度第１６回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和６１年度第１８回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和６２年度第１９回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 平成３年度第２３回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 平成５年度第２５回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５９年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和６１年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和６２年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和６３年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 平成元年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 平成２年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
研究・報告書 平成３年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 平成４年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 平成５年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 平成６年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和５４年度業務報告（第２８号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 昭和５５年度業務報告（第２９号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成元年度業務報告（第３８号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成３年度業務報告（第４０号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成４年度業務報告（第４１号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成５年度業務報告（第４２号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 昭和６１年度業務報告書 鹿児島県木材工業試験場
研究・報告書 熊本･大分山地災害対策調査，報告書 熊本大分山地災害対策調査検討委員会
研究・報告書 現場における創意工夫事例集（研修関係資料Ｎｏ６１） 熊本営林局
研究・報告書 高知営林局関係振動障害損害賠償請求事件最高裁判決に至る経緯 林野庁 管理部 厚生課
研究・報告書 国際森林年記念事業のあらまし 国際森林年事業推進協議会 同　左
研究・報告書 国有林野事業施業等に係る災害対策取扱要領 熊本営林局
研究・報告書 国有林野事業に関する行政監察結果報告書 総務庁 行政監察局
研究・報告書 国有林野事業に関する行政監察結果に基づく勧告 総務庁
研究・報告書 国有林野事業の実行に係る民間事業における労働安全衛生確保対

策の推進要領
熊本営林局

研究・報告書 国有林野事業 労働災害防止研究発表集（平成２年度） 林野庁
研究・報告書 四国森林植生と土壌形態との関係に就フ 宮崎 榊 社団法人 興林会
研究・報告書 市町村民所得推計報告書（昭和６２年度） 鹿児島県 統計協会
研究・報告書 市町村民所得推計報告書（昭和６３年度） 鹿児島県 統計協会
研究・報告書 市町村民所得推計報告書（平成２年度） 鹿児島県 統計協会
研究・報告書 昭和５０年度 農林省林業試験場年報（１９７５） 農林省林業試験場
研究・報告書 職場の能力開発 林野庁 福利厚生課
研究・報告書 職場の能力開発（その２） 林野庁 福利厚生課
研究・報告書 植物生態写眞の研究 宮崎 榊 興林会
研究・報告書 新外材読本 野村 勇 ㈱林業新聞社
研究・報告書 平成元年度新採用研修（Ⅲ種研修,研修関係資料Ｎｏ５８） 熊本営林局 人事課研修所
研究・報告書 平成２年度新採用研修（Ⅲ種研修） 熊本営林局 人事課研修所
研究・報告書 針葉樹を加害する小蛾類 一色 周知.六浦 晃 日本林業技術協会
研究・報告書 平成３年度 森林総合研究所九州支所年報（第４号） 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成５年度 森林総合研究所九州支所年報（第６号） 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成３年度 森林総合研究所年報（１９９１） 森林総合研究所
研究・報告書 平成４年度 森林総合研究所年報（１９９２） 森林総合研究所
研究・報告書 森林保護學（造林學全書第７巻） 沼田 大學 ㈱朝倉書店
研究・報告書 森林･林業関係諸施策の概要（平成３年度） 林野庁･森林総合利用対策室経営企画課
研究・報告書 森林･林業関係諸施策の概要（平成４年度） 林野庁･森林総合利用対策室経営企画課
研究・報告書 樹病学大系 伊藤 一雄 農林出版株式会社
研究・報告書 場　　史 鹿児島県木材工業試験場
研究・報告書 スギ･ヒノキ･アカマツの栄養並びに森林土壌の肥沃度に関する研究 芝本 武夫 林野庁
研究・報告書 製材業労働災害実例集 林業労働災害防止協会
研究・報告書 戦後林政の推移 藤村重任論文集 藤村 磯子 （財）水利科学研究所
研究・報告書 第２回全国合同主任会議発表要旨 林野庁 業務課
研究・報告書 第８４回 日本林学会大会講演集（昭和４８年８月） 川名 明 日本林学会
研究・報告書 第８８回 日本林学会大会発表論文集（昭和５２年１０月） 根岸 賢一郎 日本林学会
研究・報告書 第８９回 日本林学会大会発表論文集（昭和５３年１０月） 濱谷 稔夫 日本林学会
研究・報告書 第９０回 日本林学会大会発表論文集（昭和５４年１０月） 濱谷 稔夫 日本林学会
研究・報告書 第９１回 日本林学会大会発表論文集（昭和５５年１０月） 南方 康 日本林学会
研究・報告書 第９２回 日本林学会大会発表論文集（昭和５６年１０月） 南方 康 日本林学会
研究・報告書 第１７回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第１９回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第２０回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第２５回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第２６回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第３１回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第３２回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第１４回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第１７回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第１９回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第２３回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第２９回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第２８回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第２６回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第３０回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 中国の林業 茂田 和彦.喜多 弘 農林情報調査会
研究・報告書 十勝川源流部原生自然環境保全地域調査報告書 財団法人 日本自然保護協会
研究・報告書 日本主要樹種 林分収穫表 早尾 丑麿 財団法人 林業経済研究所
研究・報告書 日本の天然資源（包括的な調査） 経済要定本部資源調査会 ㈱時事通信社
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第３２号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第３３号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第３４号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第３７号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第３９号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第４０号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第４５号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第４６号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第４７号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 年報（１９９３） 森林総合研究所 同　左
研究・報告書 平成元年度 年報（第１８号） 農林水産省 林野庁 九州林木育種場
研究・報告書 平成２年度 年報（第１９号） 農林水産省 林野庁 九州林木育種場
研究・報告書 平成３年度 年報（第２０号） 農林水産省 林野庁 林木育種ｾﾝﾀｰ九州育種場
研究・報告書 平成４年度 年報（第２１号） 農林水産省 林野庁 林木育種ｾﾝﾀｰ九州育種場
研究・報告書 平成５年度 年報（第２２号） 農林水産省 林野庁 林木育種ｾﾝﾀｰ九州育種場
研究・報告書 鳩山内閣の農林行政 国政審議調査会 国政審議調査会出版部
研究・報告書 部分林制度の史的研究 塩谷 勉 林野弘済会
研究・報告書 平成４年度 研究成果選集（１９９２） 森林総合研究所
研究・報告書 本邦原野に関する研究 大迫元雄 日本林業技術協会
研究・報告書 木材商業 植松 健 ㈱養賢堂
研究・報告書 平成元年度養成研修（普通科,研修関係資料Ｎｏ５９） 熊本営林局 人事課研修所
研究・報告書 平成２年度養成研修（普通科,研修関係資料Ｎｏ６０） 熊本営林局 人事課研修所
研究・報告書 林業経済計画各論 野村 進行 ㈱朝倉書店
研究・報告書 林業事業体調査報告書（９０世界農林業センサス第１３巻） 農林水産省 経済局 統計情報部 財団法人 農林統計協会
研究・報告書 林業総合統計報告書（９０世界農林業センサス第１５巻） 農林水産省 経済局 統計情報部 財団法人 農林統計協会
研究・報告書 林業地域調査報告書（９０世界農林業センサス第１４巻） 農林水産省 経済局 統計情報部 財団法人 農林統計協会
研究・報告書 林業調査報告書（１９８０世界農林業センサス林業地域編） 農林水産省 経済局 統計情報部 財団法人 農林統計協会
研究・報告書 林業調査報告書（１９８０世界農林業センサス林業事業体編） 農林水産省 経済局 統計情報部 財団法人 農林統計協会
研究・報告書 林業分野における鋼製構造物に関する論文集 （財）林業土木施設研究所 日本林業土木㈱
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
研究・報告書 林業･林學ニ関スル論文及著書分類目録 農林省 林業試験場 大日本山林会
研究・報告書 林材業界の動きと海外資料（１９７１） 井原 国雄 日刊 林業新聞社
研究・報告書 林材業労働災害防止年報（昭和６１年版） 林業･木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 林材業労働災害防止年報（平成２年版） 林業･木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 林材業労働災害防止年報（平成３年版） 林業･木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 林政の概要（昭和５６年度） 鹿児島県 林務部
研究・報告書 林政の概要（昭和５７年度） 鹿児島県 林務部
研究・報告書 林政の概要（昭和５８年度） 鹿児島県 林務部
研究・報告書 林政の概要（昭和５９年度） 鹿児島県 林務部
研究・報告書 平成４年度 林政の概要 鹿児島県 林務水産部 森林保全課
研究・報告書 平成５年度 林政の概要 鹿児島県 林務水産部 森林保全課
研究・報告書 平成６年度 林政の概要 鹿児島県 林務水産部 森林保全課
研究・報告書 第１４回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２３回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２６回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２７回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２８回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第１５回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第１６回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第１７回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第１８回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第１９回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２０回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２１回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２２回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 林野共同体の研究 筒井 迪夫 農林出版株式会社
研究・報告書 九州支部研究論文集 日本林学会九州支部 松隈印刷株式会社
研究・報告書 森林と渓流水質 加藤正樹 株式会社カシヨ
研究・報告書 九州支部研究論文集 日本林学会九州支部 松隈印刷株式会社
研究・報告書 大地・食・人間の健康を保全する環境革命への試行　ＮＯ．２ 鹿児島大学（委員長　堀口毅） 鹿児島大学
研究・報告書 平成９年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 熊本営林局指導普及課
研究・報告書 平成８年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　熊本営林局
研究・報告書 平成７年度　森林の流域管理システム推進発表集録 九州林政連絡協議会　熊本営林局
研究・報告書 平成１０年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　九州森林管理局
研究・報告書 今後の森林の新たな利用の方向 中央森林審議会
研究・報告書 今後の森林の新たな利用の方向 中央森林審議会
研究・報告書 今後の森林の新たな利用の方向 中央森林審議会
研究・報告書 鹿児島県屋久島の天然記念物調査報告 田代善太郎 朝日印刷
研究・報告書 平成８年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　熊本営林局
研究・報告書 平成１０年度　宇宙と世界自然遺産への夢＆チャレンジ 鹿児島県教育委員会
研究・報告書 鹿児島県林業試験場　研究報告 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成１０年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 平成１０年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 平成１０年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 第３３回　国有林野事業　労働災害防止研究発表集　平成１０年度 林野庁
研究・報告書 屋久島における身近な巨木調査報告書 環境庁自然保護局　霧島屋久国立公園屋久島

管理官事務所
研究・報告書 森林インストラクターの活動と機能に関する研究 枚田邦宏
研究・報告書 ヒノキ精英樹・抵抗性マツ　特性表 九州地区林業試験研究機関連絡協議会
研究・報告書 日本林学会　九州支部研究論文集　第５２号 日本林学会九州支部 松隈印刷株式会社
研究・報告書 平成９年度　年報（第２６号）
研究・報告書 太古から未来への　ふれあい体験ｉｎ屋久島・種子島 鹿児島県教育委員会
研究・報告書 平成１２年度において講じようとする林業施策 第１４７回国会提出
研究・報告書 平成１１年度　林業の動向に関する年次報告 第１４７回国会提出
研究・報告書 平成１１年度において講じようとする林業施策 第１４５回国会提出
研究・報告書 平成１０年度　国有林業務研究発表集 鵜川印刷株式会社
研究・報告書 平成１０年度　造林関係実行結果の概要 九州森林管理局・森林整備課
研究・報告書 1999 Global Youth Exchange Program FINAL REPORT The Ministry of Foreign Affairs of Japan
研究・報告書 平成１０年度　業務報告　第４７号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成９年度　森林評価手法に関する調査報告書 林野庁
研究・報告書 平成８年度　市町村民所得推計報告書 鹿児島県統計協会
研究・報告書 鹿児島県林業試験場　研究報告　第５号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成１０年度　林業の動向に関する年次報告 第１４５回国会提出
研究・報告書 屋久島森林・林業・森林空間　総合利用調査報告書 　（株）　環境事業計画研究所
研究・報告書 九州産すぎ優良品種現地適応試験地調査報告書 九州地区林業試験研究機関連絡協議会
研究・報告書 九州国有林の林木遺伝資源保存林 九州森林管理局
研究・報告書 山のトイレ事例発表大会　資料集 日本トイレ協会 株式会社　エポ
研究・報告書 国指定特別天然記念物「蒲生のクス」　保護増殖事業報告書 鹿児島県姶良郡蒲生町教育委員会 株式会社　野田書店
研究・報告書 平成１１年度　霧島屋久国立公園　屋久島の登山道等整備方針検討

調査　報告書
株式会社　プレック研究所

研究・報告書 平成７年度　国有林業務研究発表集 日本林業調査会 城田企画印刷（株）
研究・報告書 平成８年度　国有林業務研究発表集 日本林業調査会 城田企画印刷（株）
研究・報告書 五十年の歩み 社団法人　熊本林業土木協会 有限会社　熊本中央製版印刷
研究・報告書 日本林学会　九州支部研究論文集　第５０号 日本林学会九州支部 松隈印刷株式会社
研究・報告書 林材業労働災害防止年報　平成８年版 林業・木材製造業労働災害防止協会 日本印刷（株）
研究・報告書 平成８年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 指導普及課
研究・報告書 平成７年度　森林・林業関係諸施策の概要 林野庁　森林総合利用対策室
研究・報告書 間伐要領 熊本営林局
研究・報告書 平成８年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計書 林野庁厚生課
研究・報告書 平成９年度　森林・林業関係諸施策の概要 林野庁　森林総合利用対策室
研究・報告書 平成８年度　森林評価手法に関する調査報告書 林野庁
研究・報告書 平成８年度　森林評価手法に関する調査報告書 林野庁
研究・報告書 地元対応マニュアル 林野庁
研究・報告書 全国森林計画　平成８年１２月１７日閣議決定 農林水産省
研究・報告書 第３１回　国有林野事業　労働災害防止研究発表集　平成８年度 林野庁
研究・報告書 第３２回　国有林野事業　労働災害防止研究発表集　平成９年度 林野庁
研究・報告書 平成８年度　国有林野事業の改善の推進状況 林野庁
研究・報告書 平成８年度　森林・林業関係諸施策の概要 林野庁　森林総合利用対策室
研究・報告書 第２２回　世界遺産委員会京都会議　開催詳報 外務省
研究・報告書 平成１０年度　年報　第２７号 農林水産省　林野庁　林木育種センター九州育 　（有）ひかりプリント
研究・報告書 平成１０年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計書 林野庁福利厚生室
研究・報告書 屋久島国有林の自然保護に関する調査報告（抜粋）　屋久島の国有

林野における自然保護について
上屋久営林署

研究・報告書 屋久島実習調査報告書　１９９６年 東洋工学専門学校　建築エコロジー科 　（株）エムティワード企画
研究・報告書 平成１０年度　国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況 農林水産省
研究・報告書 国有林野測定規定の解説 林野庁監修 ヨシダ印刷株式会社
研究・報告書 みどりと技術だより　第１６号 九州森林管理局　指導普及課
研究・報告書 平成８年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　熊本営林局
研究・報告書 森林持続政策論 小澤普照 財団法人　東京大学出版会
研究・報告書 国有林野経営規程の解説 林野庁監修 地球出版株式会社

-34-



分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
研究・報告書 活きいき職場の創意工夫とヒント 林野庁監査室　平成８年度監査報告から
研究・報告書 平成８年度　林野庁監査報告書 林野庁監査室
研究・報告書 狩猟者必携　平成１０年度 鹿児島県
研究・報告書 屋久島国有林施業案説明書　鹿児島大林区書 鹿児島短期大学付属南日本文化研究所
研究・報告書 屋久島東・南・北事業区施業案説明書　熊本営林局 鹿児島短期大学付属南日本文化研究所
研究・報告書 研究所業書・南日本文化掲載論文目録 鹿児島短期大学付属南日本文化研究所
研究・報告書 屋久島・文献等データベース 環境庁屋久島世界遺産センター編
研究・報告書 第６次労働災害防止対策要綱 熊本営林局
研究・報告書 平成９年度　国有林業務研究発表集
研究・報告書 平成９年度　研究成果選集 森林総合研究所
研究・報告書 平成１０年度　一般情報公開物件一覧表 林野庁
研究・報告書 平成９年度　森林総合研究所九州支所　年報　第１０号 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 屋久島林業開発計画　昭和３６年２月 熊本営林局
研究・報告書 環境基本指針・基本計画 鹿児島県屋久町 財団法人鹿児島県環境技術協会
研究・報告書 日本林学会　九州支部研究論文集　第５１号 日本林学会九州支部 日本林学会九州支部
研究・報告書 平成８年度　公務災害統計表 熊本営林局
研究・報告書 鹿児島県　森林・林業振興基本計画 鹿児島県
研究・報告書 鹿児島県　森林・林業振興基本計画 鹿児島県
研究・報告書 研究成果選集　１９９４ 森林総合研究所
研究・報告書 研究成果選集　１９９３ 森林総合研究所
研究・報告書 施業管理の基準 熊本営林局
研究・報告書 平成７年度　森林総合研究九州支所　年報 森林総合研究九州支所
研究・報告書 平成７年度　森林総合研究九州支所　年報 森林総合研究九州支所
研究・報告書 平成８年度　林政の概要 鹿児島県　林務水産部 鹿児島県
研究・報告書 平成７年度　業務報告　鹿児島県林業試験場 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 ＲＥＳＴＥＣ　３５号 財団法人　リモート・センシングセンター
研究・報告書 ＲＥＳＴＥＣ 財団法人　リモート・センシングセンター
研究・報告書 施業管理の基準 熊本営林局
研究・報告書 施業管理の基準 熊本営林局
研究・報告書 １９９８年度　森林総合研究所年報 森林総合研究所
研究・報告書 平成７年度　自然環境野外実習Ⅰ　屋久島実習　調査報告書 平成７年度　筑波大学院環境科学研究科　屋久

島実習グループ
研究・報告書 平成７年度　研究成果選集 森林総合研究所
研究・報告書 間伐要領　６熊計第２５９号 熊本営林局
研究・報告書 平成７年度　山地災害の現況　山地防災研究会編 日本林業調査会
研究・報告書 狩猟者必携　平成１１年度 鹿児島県
研究・報告書 熊本営林局のポイント 企画調整室編
研究・報告書 平成３年度　森林総合研究所九州支所　年報　第４号 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成５年度 森林総合研究所九州支所　年報　第６号 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成８年度　森林総合研究所九州支所　年報　第９号 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成８年度　一般情報公開物件一覧表 林野庁
研究・報告書 フォトドキュメント　人はどのように森林の力を利用して災害を防いで 林野庁 社団法人　日本林業協会
研究・報告書 屋久島における身近な巨木調査報告書 環境庁自然保護局　霧島屋久国立公園屋久島

管理官事務所
研究・報告書 平成９年度　年報 森林総合研究所
研究・報告書 第三十八回治山研究発表会　論文集 治山研究会 社団法人　日本治山水協会
研究・報告書 平成３年度　市町村民所得推計報告書 鹿児島県統計協会
研究・報告書 平成元年度　市町村民所得推計報告書 鹿児島県統計協会
研究・報告書 昭和６１年度　市町村民所得推計報告書 鹿児島県統計協会
研究・報告書 平成７年度　年報 農林水産省林野庁　森林総合研究所 財団法人　農林弘済会
研究・報告書 平成７年度　年報　第２４号 農林水産省林野庁　林木育種センター九州育種
研究・報告書 平成６年度 年報　第２３号 農林水産省林野庁　林木育種センター九州育種
研究・報告書 平成８年度　年報　第２５号 農林水産省林野庁　林木育種センター九州育種
研究・報告書 平成６年度　市町村民所得推計報告書 鹿児島県統計協会
研究・報告書 平成９年度　林業施策の概要 鹿児島県　林務水産部
研究・報告書 平成８年度　業務報告　第４５号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 鹿児島県林業試験場研究資料　第１号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成１０年度　林業施策の概要 鹿児島県　林務水産部
研究・報告書 平成９年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　熊本営林局
研究・報告書 平成７年度～平成９年度　奄美群島振興開発事業　林業振興調査報 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成９年度　業務報告　第４６号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 スギ精英樹特性表 九州地区林業試験研究機関連絡協議会
研究・報告書 要覧 林野庁林木育種センター　九州育種場
研究・報告書 九州における林木育種の成果　１９９６ 林木育種センター　九州育種場
研究・報告書 森林総合研究所年報　１９９６年度 森林総合研究所
研究・報告書 ５０年のあゆみ 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成９年度版　山地災害の現況　山地防災研究会編 　（株）　日本林業調査会
研究・報告書 平成１１年度　業務報告　第４８号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成８年度　屋久島における島嶼生態系の保全に関する調査研究報 財団法人　自然環境研究センター
研究・報告書 歳入歳出国庫純計表の作成要領 熊本営林局経理課
研究・報告書 官公需に関する証明基準と中央会事業 鹿児島県中小企業団体中央会
研究・報告書 官公需施策と適格組合 鹿児島県中小企業団体中央会
研究・報告書 ユネスコ　世界遺産年報　NO.4 財団法人　日本ユネスコ協会連盟
研究・報告書 多様化森林造成技術開発調査　（平成７年度調査報告書） 林野庁造林保全課 林野庁
研究・報告書 保安林及び保安施設地区制度の概要 日本治山治水協会 ヨシダ印刷株式会社
研究・報告書 森林衰退に係わる大気汚染物質の計測，動態，制御に関する研究

平成８年度研究成果報告書
佐久川弘

研究・報告書 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書 環境庁自然保護局
研究・報告書 ユネスコ世界遺産年報２０００ 財団法人　日本ユネスコ協会連盟
研究・報告書 世界自然遺産会議　参加自治体紹介 鹿児島県
研究・報告書 平成１１年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 第３４回　国有林野事業　労働災害防止研究発表集 林野庁
研究・報告書 森の案内人のための　みどりへの手引 林野庁・熊本営林局
研究・報告書 森の案内人のための　みどりへの手引 林野庁・熊本営林局
研究・報告書 林材業労働災害防止年報　平成１１年版 林業・木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 ２０００年夏期ヤクシマザル調査報告 半谷吾郎
研究・報告書 屋久島花崗岩体の貫入機構について 安間了
研究・報告書 屋久島環境文化村マスタープラン報告書 鹿児島県
研究・報告書 森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会九州森林管理局
研究・報告書 第３次長期振興計画 鹿児島県屋久町
研究・報告書 上屋久町長期振興計画 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 昭和五八年度　林業の動向に関する年次報告 第１０１回国会(特別会）提出
研究・報告書 昭和六十年度　林業の動向に関する年次報告 第１０４回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和５８年度において講じようとする林業施策 第９８回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和６１年度　林業の動向に関する年次報告 第１０８回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和６１年度において講じようとする林業施策 第１０４回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和６２年度　林業の動向に関する年次報告 第１１２回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和６２年度において講じようとする林業施策 第１０８回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和６３年度　林業の動向に関する年次報告 第１１４回国会(常会)提出
研究・報告書 昭和６３年度において講じようとする林業施策 第１１２回国会(常会）提出
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
研究・報告書 平成元年度において講じようとする林業施策 第１１４回国会(常会）提出
研究・報告書 平成２年度　林業の動向に関する年次報告 第１２０回国会(常会）提出
研究・報告書 平成３年度　林業の動向に関する年次報告 第１２３回国会(常会）提出
研究・報告書 平成５年度において講じようとする林業施策 第１２６回国会(常会）提出
研究・報告書 平成４年度　林業の動向に関する年次報告 第１２６回国会(常会）提出
研究・報告書 平成５年度　林業の動向に関する年次報告 第１２９回国会(常会）提出
研究・報告書 平成６年度において講じようとする林業施策 第１２９回国会(常会）提出
研究・報告書 平成７年度において講じようとする林業施策 第１３２回国会(常会)提出
研究・報告書 平成７年度　林業の動向に関する年次報告 第１３６回国会(常会)提出
研究・報告書 平成８年度において講じようとする林業施策 第１３６回国会(常会)提出
研究・報告書 平成９年度において講じようとする林業施策 第１４０回国会(常会）提出
研究・報告書 平成８年度　林業の動向に関する年次報告 第１４０回国会(常会）提出
研究・報告書 林業白書　平成２年度 財団法人　日本林業協会
研究・報告書 熊本営林局のポイント 企画調整室編
研究・報告書 平成６年度　国有林野事業の改善の推進状況 林野庁
研究・報告書 平成８年度　森林評価手法に関する調査報告者 林野庁
研究・報告書 九州の国立公園と野生生物 環境庁自然保護局　九州地区国立公園・野生生

物事務所
研究・報告書 にほんざる　日本の自然と日本人 にほんざる編集会議＝編集 財団法人日本野生生物研究センター
研究・報告書 遺産の島の記録　’９５夏　屋久島サブレンジャー活動 環境庁国立公園屋久島管理官事務所
研究・報告書 西海国立公園　平戸・九十九島地域管理計画書 環境庁自然保護局　九州地区国立公園・野生生

物事務所
研究・報告書 平成１１年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　九州森林管理局
研究・報告書 平成１１年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　九州森林管理局
研究・報告書 狩猟者必携　平成１２年度 鹿児島県
研究・報告書 第３次　上屋久町長期振興計画 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 鹿児島県総合基本計画　第3期実施計画 鹿児島県
研究・報告書 環境基本指針・基本計画 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 屋久島環境文化村マスタープラン 鹿児島県
研究・報告書 人と自然の心ふれあう街屋久島｢宮之浦」 上屋久町商工会
研究・報告書 鹿児島県総合基本計画　すこやかな郷土、ゆとりの文化圏域をめざ 鹿児島県
研究・報告書 鹿児島県総合基本計画　第２期実施計画　平成６年度～平成９年度 鹿児島県
研究・報告書 明日への道 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 活力とうるおいに満ちた文化豊かなすこやか郷土 鹿児島県屋久町
研究・報告書 Lake Baikal Tkeshi Matsubara and Eitaro Wada
研究・報告書 Bornean Tropical Rainforest Takakazu Yumoto and Tmiji Inoue
研究・報告書 屋久島実習調査報告書　１９９６年 東洋工学専門学校　建築エコロジー科
研究・報告書 主要地方道　上屋久　永田　屋久線　環境影響評価調査報告書(案） 鹿児島県土木部　株式会社プレック研究所
研究・報告書 森林・林業・木材産業基本政策検討会報告 森林・林業・木材産業基本政策検討会
研究・報告書 平成１０年度　森林総合研究所九州支所　年報　第１１号 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成１０年度　研究成果選集　１９９８ 森林総合研究所
研究・報告書 Report Kagoshima International Conference On World Natural

Heritage
Organizing Committee for the Kagoshima
International Conference on World Natural
Heretage

研究・報告書 Report Kagoshima International Conference On World Natural
Heritage

Organizing Committee for the Kagoshima
International Conference on World Natural
Heretage

研究・報告書 雲仙・普賢岳　緑への復元　１０年の軌跡 九州森林管理局　長崎県
研究・報告書 第１回屋久島フィールドワーク講座　報告書（平成１１年度） 上屋久町
研究・報告書 森林資源に関する基本計画並びに重要な林産物の需要及び供給に

関する長期の見通し　昭和６２年７月２４日閣議決定
農林水産省

研究・報告書 全国森林計画　昭和６２年１２月策定 農林水産省
研究・報告書 地域振興に寄与している林野・土地売払い事例集 林野庁
研究・報告書 福岡県森林・林業の動向と課題 福岡県水産林務部林政課
研究・報告書 ふくおか森のﾊｰﾓﾆｰ 福岡県
研究・報告書 屋久島の森林空間利用に関する方針書 熊本営林局
研究・報告書 生息・生育環境の確保による生物多様性の保全及び活用方針検討

調査報告書
林野庁

研究・報告書 森林の構造と成長の関係解析に関する研究～九州における収穫試
験３０年の経過

森林総合研究所九州支所九州森林管理局

研究・報告書 国有林野事業労働災害防止研究発表集 林野庁
研究・報告書 鹿児島の風土と世界自然遺産登録の島に学ぶ悠遊学舎 鹿児島県立青少年研修センター
研究・報告書 平成１１年度森林総合研究所九州支所年報 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成１１年度年報 農林水産省林野庁
研究・報告書 屋久島森林・林業・森林空間総合利用調査報告書 環境事業計画研究所
研究・報告書 屋久島環境文化村研究会報告 屋久島環境文化村研究会
研究・報告書 平成９年度　日本樹木医会鹿児島大会 日本樹木医会鹿児島県ｸｽﾉｷ保全技術研修会実

行委員会
研究・報告書 平成１１年度　年報 農林水産省林野庁森林総合研究所
研究・報告書 九州支部研究論文集第５４号 日本林学会九州支部
研究・報告書 平成１２年度　ヤクタネゴヨウ増殖・復元緊急対策事業報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１２年度　屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１２年度　林業の動向に関する年次報告 林野庁
研究・報告書 屋久島森林生態系における固有樹種と遺伝子多様性の保全に関す 農林水産技術会議事務局　森林総合研究所
研究・報告書 酸性雨研究と環境資料分析～環境試料の採取・前処理・分析の実際 佐竹研一編 株式会社　愛智出版
研究・報告書 屋久島生態系保護地域バッファーゾーン整備事業調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 益救参道（龍神杉歩道）整備計画 上屋久町・(株)西日本科学技術研究所
研究・報告書 平成7年度屋久島地域利用管理計画検討調査報告書 環境庁
研究・報告書 第四十回治山研究発表会論文集 治山研究会 向岳社
研究・報告書 鹿児島県林業試験場平成１２年度業務報告第４９号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成１２年度霧島屋久国立公園屋久島地域山岳利用管理方策検討

調査報告書
環境省自然環境局九州地区自然保護事務所・
株式会社プレック研究所

研究・報告書 屋久島土面川流域の降雨・流出特性 地頭薗隆・下川悦郎・寺本行芳 鹿児島大学農学部演習林研究報告第
２８号別冊

研究・報告書 屋久島土面川流域の降雨・流出特性 地頭薗隆・下川悦郎・寺本行芳 鹿児島大学農学部演習林研究報告第
２８号別冊

研究・報告書 屋久島森林環境保全のための衛星画像地図の発行にあたって 小牧勇蔵
研究・報告書 屋久島入島者意識調査（アンケート調査） 鹿大　松下助教授
研究・報告書 熊本営林局　屋久島土壌図・土壌調査等 熊本営林局
研究・報告書 縄文杉の材片の年代測定について 林業試験場外
研究・報告書 屋久島の森林の地上部現存量と純一次生産速度 相場慎一郎・甲山隆司
研究・報告書 Variation in Intergroup Encounters in Two Populations of Japanese

Macaques
杉浦秀樹

研究・報告書 地球温暖化が土壌生態系に与える影響 田村憲司
研究・報告書 ヤクタネゴヨウのマツノザイセンチュウ接種結果 戸田忠雄・千吉良　治・久保田　権・中島　勇夫
研究・報告書 リモートセンシングで知る私たちの地球 小牧勇蔵
研究・報告書 ヤクタネゴヨウの保護をめざす生体木調査 手塚賢至
研究・報告書 ２０００年度　屋久島蘚苔類相調査　報告書 出口博則・山口富美夫
研究・報告書 屋久島における大陸起源汚染物質の飛来と樹木衰退の現状 永淵　修
研究・報告書 屋久島研修の記録　（２００１年８月） 牧田邦宏
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
研究・報告書 照葉樹林における基質表層の回転と森林の更新動態（昭和63年～平

成2年研究成果報告書）
甲山隆史

研究・報告書 ヤクタネゴヨウの遺伝資源保全研究（林木の育種No.188） 金指あや子・中島清・河原孝行
研究・報告書 屋久島自然保全プロジェクト（ヤクシマシャクナゲ保護増殖の歩み（報

告書））
財団法人　屋久島環境文化財団

研究・報告書 平成１２年度　年報（第２９号）
研究・報告書 平成12年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会
研究・報告書 平成13年度　自然環境野外実習Ⅰ　屋久島実習報告書 筑波大学院　環境科学研究科　屋久島実習グ
研究・報告書 屋久島（自然環境野外実習の記録と調査報告）1994,1995,1996,2000 筑波大学大学院環境科学研究科
研究・報告書 独立行政法人森林総合研究所平成１２年年報2000 独立行政法人森林総合研究所
研究・報告書 2000年全労済環境問題助成事業活動・研究報告書　ヤクタネゴヨウ

の保護をめざす生体木調査
ヤクタネゴヨウ調査隊　手塚賢至

研究・報告書 第３８回（平成13年度）九州地区治山林道研究発表論文集 九州地区治山林道研究会
研究・報告書 屋久島森林・林業・森林空間総合利用調査　第３回委員会資料 熊本営林局
研究・報告書 Altitudinal and seasonal variations in the diet of Japanese macaques

in Yakushima
半谷吾郎・野間直彦・揚妻直樹

研究・報告書 平成14(2001)年度　保護林調査報告書 出口博則
研究・報告書 屋久島白谷雲水峡における昆虫相の調査報告 岡留恒丸・山岸健三
研究・報告書 2002年夏期ヤクシマザル調査報告 2002ヤクザル調査隊
研究・報告書 平成13年度　森林及び林業の動向に関する年次報告 林野庁
研究・報告書 平成14年度において講じようとする森林及び林業施策 林野庁
研究・報告書 白神山地・屋久島
研究・報告書 新たな屋久島へ、この10年の変化を踏まえて～共生と循環の地域社

会づくりモデル事業（屋久島地域）報告書
環境省

研究・報告書 平成13年度　共生と循環の地域社会づくりモデル事業（屋久島地域）
報告書

環境省

研究・報告書 平成13年度　自然環境野外実習Ⅰ　屋久島実習報告書 筑波大学大学院環境科学研究科屋久島実習グ
ループ

研究・報告書 屋久島自然保護プロジェクト　ヤクシマシャクナゲ保護増殖事業の歩
み（報告書）

財団法人　屋久島環境文化財団

研究・報告書 平成11年度　生態系多様性地域調査（屋久島沿岸海域）報告書 環境庁自然保護局　鹿児島県自然愛護協会
研究・報告書 釧路湿原国立公園の観光利用についてー標茶町を事例にしてー 牧田邦宏
研究・報告書 植物版レッドリスト 環境庁自然保護局野生生物課
研究・報告書 屋久島の降水量分布に関する気候学的研究 高原宏明・松本淳
研究・報告書 平成13年度　業務報告　第50号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 第3回　屋久島フィールドワーク講座報告書 上屋久町
研究・報告書 平成12年度　ヤクタネゴヨウ増殖・復元緊急対策事業報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成13年度　ヤクタネゴヨウ増殖・復元緊急対策事業報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成14年度　ヤクタネゴヨウ増殖・復元緊急対策事業報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成13年度霧島屋久国立公園（屋久島地域）登山道管理マニュアル

策定業務報告書
環境省自然環境局九州地区自然保護事務所・
株式会社プレック研究所

研究・報告書 屋久島登山道管理の技術指針 環境省自然環境局九州地区自然保護事務所
研究・報告書 平成13年度　屋久島における島嶼生態系モニタリングに関する研究 財団法人　自然環境研究センター
研究・報告書 九州森林研究　第56号 日本林学会九州支部
研究・報告書 平成14年度　国有林野業務研究発表集 林野庁
研究・報告書 平成13年度　国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況 農林水産省
研究・報告書 平成14年度　森林・林業振興施策の概要 鹿児島県
研究・報告書 屋久島土面川流域における降雨資料(1991～1999年） 地頭薗隆・下川悦郎・寺本行秀
研究・報告書 屋久島土面川流域の降雨・流出特性 地頭薗隆・下川悦郎・寺本行秀
研究・報告書 平成14年度　屋久杉自然館運営の概要 屋久町立屋久杉自然館
研究・報告書 屋久島のセミ調査　調査報告 環境省屋久島世界遺産センター
研究・報告書 平成13年度　研究成果選集2001 独立行政法人森林総合研究所
研究・報告書 九州国有林の技術開発　森林技術センター５カ年の歩み 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 九州森林研究　第55号 日本林学会九州支部
研究・報告書 Ｔroop Extinction and Female Fusion in Wild Japanese Macaques in

Yakusima
Hideki Sugiura,Naoki Agetuma,and Shigeru
Suzuki

研究・報告書 Varietion in Intergroup Encounters in Two Populations of Japanese
Macaques

Hideki Sugiura  他７名

研究・報告書 渓流河川水質への森林機能の影響 永淵修・柿本大典・海老瀬潜一・浮田正夫
研究・報告書 屋久島西部渓流河川の水質形成に及ぼす酸性降下物の影響 永淵修・阿久根卓・吉村和久・久米篤・海老瀬潜

一・手塚賢至
研究・報告書 ヤクシマザル（Macasa fuscata yakui）における糞を用いた齢クラス推

定とミトコンドリアＤＮＡ変異の分析
早石周平・川本芳

研究・報告書 Runoff of acidic substances that originated fromatmospheric
deposition Yakushima Island,a world natural heritage site

O.Nagafuchi  他４名

研究・報告書 上屋久町のまち育て台本（第４次上屋久町長期振興計画） 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 ユネスコ世界遺産１９９５
研究・報告書 ［環境の世紀を拓く］循環型ゼロエミッション社会への出発 愛媛新聞社
研究・報告書 昭和２６～４８年　屋久島河川図（２級河川・準用河川）
研究・報告書 屋久島の成り立ちと生態系 安仁屋政武
研究・報告書  屋久島の林木群集構造と基質表層の安定性 甲山隆司
研究・報告書  東南アジアの多雨林の構造特性と再生動態 甲山隆司
研究・報告書  照葉樹林と硬葉樹林 甲山隆司
研究・報告書  Ｓignificance of architecture and allometry in saplings 甲山隆司
研究・報告書  Ａ Ｆunction Ｄescribing Ａll-Ｓized Ｔrunk Ｄiameter Ｄistribution in Ｗ

arm-Ｔemperate Ｒain Ｆorests
甲山隆司

研究・報告書  Ｓimulation of the Ｓtructural Ｄevelopment of Ｗarm-Ｔemperate  Ｒ
ain Ｆorest Ｓtands

甲山隆司

研究・報告書  Ｓimulation Ｓtationary Ｓize Ｄistribution of Ｔrees in Ｒain Ｆorests 甲山隆司
研究・報告書  Ｔree Ｓize Ｓtructure of Ｓtands and Ｅach Ｓpecies in Ｐrimary Ｗ

arm-Ｔemperate Ｒain Ｆorests of Ｓouthern Ｊapan Ｗarm-Ｔemperate
Ｒain Ｆorests of Ｓouthern Ｊapan Ｃompetition Ｍulti-species Ｍodel
of Ｒain Ｆorest Ｓtands

甲山隆司

研究・報告書 Ｄensity-size Ｄynamics of Ｔrees Ｓimulated by a Ｏne-sided Ｃ
ompetition Ｍulti-species Ｍodel of Ｒain Ｆorest Ｓtands

甲山隆司

研究・報告書 Ｓize-Ｓtructured tree populations in gap-dynamic forest－the forest
architecture hypothesis for the stable coexistence of　species

甲山隆司

研究・報告書  Ｓtand Ｄynamics in a Ｐrimary Ｗarm-Ｔemperate Ｒain Ｆorest  Ａ
nalyzed by the Ｄiffusion Ｅguation

甲山隆司

研究・報告書  Ｓize-structured multi-species model of rain forest trees 甲山隆司
研究・報告書  Ｆreguency Ｄistribution of Ｔree Ｇrowth Ｒate in Ｎatural Ｆorest Ｓ 甲山隆司，Ｔ．Ｈara
研究・報告書  Ｄynamics of Ｐrimary and Ｓecondary Ｗarm-temperate Ｒain  Ｆ

orests in Ｙakushima Ｉsland
甲山隆司，相場慎一郎

研究・報告書  Ｂelow-and above-ground allometries of shade-tolerant seedlings
in a Ｊapanese warm-temperate rain forest

甲山隆司，Ｐ．Ｊ．ＧＲＵＢＢ

研究・報告書  Ｔree species stratification in relation to allometry and demography
in a warm-temperate rain forest

相場慎一郎，甲山隆司

研究・報告書  Ｔhe effects of a typhoon onＪapanese warm temperate rainforests Ｐ．Ｊ．ＢELLINGHAM，甲山隆司，相場慎一郎
研究・報告書  熱帯山地の生態学 大沢雅彦
研究・報告書  湿潤アジアの垂直分布帯と山地植生テンプレート 大沢雅彦
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
研究・報告書  Ｌatitudinal comparison of altitudinal changes in forest

structure,leaf-type,and species richness in humid monsoon Ａsia
大沢雅彦

研究・報告書  Ｐatterning of Ｓubtropical/Ｗarm-temperate Ｅvergreen  Ｂroad-
leaved Ｆorests in Ｅast Ａsian Ｍountains with Ｓpecial  Ｒeference to
Ｓhoot Ｐhenology

 大沢雅彦，新田郁子

研究・報告書  Ｌeaf dynamics and shoot phenology of eleven warm-temperate
evergreen broad-leaved trees near their northern limit in  central Ｊ

 新田郁子，大沢雅彦

研究・報告書  Ｖertial vegetation zones along 30゜Ｎ latitude in humid Ｅast  Ａsia Ｊing-Ｙun Ｆang，大沢雅彦，吉良龍夫
研究・報告書  Ｚonal transition of evergreen,deciduous,and coniferous forests

along the altitudinal gradient on a humid subtropical mountain, Ｍt.Ｅ
mei,Ｓichuan,Ｃhina

Ｃindy Ｑ.Ｔang ，大沢雅彦

研究・報告書 草の液果の種子散布 野間直彦
研究・報告書  Ｒapid Ｓhifting of Ｆoraging Ｐattern by Ｙakushima Ｍacaques  (Ｍ

acaca fuscata yakui) in Ｒesponse to Ｈeavy Ｆruiting of  Ｍyrica
揚妻直樹，野間直彦

研究・報告書  種子散布にみる植物との共生 野間直彦
研究・報告書  Ａnnual Ｆluctuations of Ｓapfruits Ｐroduction and  Ｓynchronization

within and inter Ｓpecies in a Ｗarm Ｔemperate  Ｆorest on Ｙ
akushima Ｉsland

野間直彦

研究・報告書  Ｆruiting phenology of animal-dispersed plants in response to winter
migration of frugivores in a warm temperate forest on Ｙakushima Ｉ
sland ,Ｊapan

野間直彦，湯本貴和

研究・報告書  種子散布をめぐる植物と鳥類･哺乳類の共生関係 -屋久島での研究 野間直彦
研究・報告書  屋久島での野生のサルへの餌やり 杉浦秀樹
研究・報告書  屋久島の「自然な」サルと「不自然な」サル 杉浦秀樹
研究・報告書  屋久島，西部林道における野生ニホンザルの餌付き方の調査 －

1993年と1995年の比較
杉浦秀樹　他５名

研究・報告書  屋久島の照葉樹林におけるヤクシマザル（Macaca fuscata yakui）に
よ る種子の捕食と散布　（1997.3）

大谷達也

研究・報告書  屋久島の世界遺産地域を通過する西部林道が自然環境に与える影 揚妻直樹，杉浦秀樹，田中俊明
研究・報告書  ニホンザルの発声行動における集団差 田中俊明
研究・報告書  屋久島西部林道沿いモニタリングプロットに於けるオオバヤドリギ分

布について
樹木医　宇佐美暘一

研究・報告書  土壌断面調査票（屋久島に分布する土壌の土壌生成分類学的基礎
調査平 成８・９年度調査分）

田村憲司

研究・報告書  屋久島原生自然環境保全地域調査報告書① 環境庁自然保護局，財団法人日本自然保護協
研究・報告書  屋久島原生自然環境保全地域調査報告書② 環境庁自然保護局，財団法人日本自然保護協
研究・報告書  北限における常緑広葉樹林の植生・環境分化に関する研究 研究代表者　大沢雅彦
研究・報告書  屋久島における気候変動と森林系のレスポンス① 研究代表者　大沢雅彦
研究・報告書  屋久島における気候変動と森林系のレスポンス② 研究代表者　大沢雅彦
研究・報告書  葉の特性に着目した常緑広葉樹の機能型と群落分化 研究代表者　大沢雅彦
研究・報告書  ヤクシマザル垂直分布調査報告（１９９３～１９９７年） ヤクザル調査隊　好廣眞一
研究・報告書  無葉緑植物タカツルランの棲息場所と棲息状況 馬田英隆，金谷整一，森健
研究・報告書  屋久島破沙岳周辺におけるヤクタネゴヨウの分布様式 金谷整一，玉泉幸一郎，伊藤哲，齋藤明
研究・報告書  渓畔域の生態的構造と機能ー森林と河川の相互作用ー 伊藤 哲
研究・報告書  山地渓畔域の地表変動と撹乱体制　（河川・渓流域の森林動態） 伊藤 哲
研究・報告書  地理的限界付近に生育するスギの遺伝子構成 津村義彦，大庭喜八郎
研究・報告書  スギ天然林における遺伝子変異と分布集団間の分化 戸丸信弘，津村義彦，大庭喜八郎
研究・報告書  屋久島の天然スギ林帯の樹齢構成と更新機構 鈴木英治，塚原　淳
研究・報告書  屋久島生態系モニタリング調査報告書 （平成９年３月） 熊本営林局
研究・報告書  屋久島における森林施業の展開過程と林相　―地理情報システムを

活用 した一考察―
野田巌，松本光朗

研究・報告書  １９９８年夏期ヤクシマザル調査報告 ヤクザル調査隊　好廣眞一
研究・報告書  寺山自然教育研究施設におけるヤクタネゴヨウの種子散布 金谷整一，細山田三郎，玉泉幸一郎，齋藤明
研究・報告書  Ｍatching of acoustic features during the vocal exchange of coo

calls by Ｊapanese macaques
杉浦秀樹

研究・報告書  ヤクタネゴヨウの遺伝資源保全研究 金指あや子，中島清，河原孝行
研究・報告書  ヤマビルの生態（Ⅳ）　―個体数増加および分布地域拡大の要因― 山中征夫，山根明臣，浅田正彦
研究・報告書  房総半島におけるニホンジカに対するヤマビルの寄生状況 浅田正彦，落合啓二，山中征夫
研究・報告書  ヤマビルの生活環 山中征夫，山根明臣
研究・報告書  調査報告書　　地域の伝統的風習を活かした国立公園管理のあり方 霧島屋久国立公園屋久島管理官事務所
研究・報告書  屋久島・文献等データベース  （環境庁屋久島世界遺産センター編） 霧島屋久国立公園屋久島管理官事務所
研究・報告書  グリーンツーリズムの立地に関する経済学的研究 研究代表者　岩井吉彌
研究・報告書  屋久島の中学・高校生の生活意識と「環境の島」への対応  ―アン

ケート調査（１９９６年１月）より―
寺田康久

研究・報告書  ヤクザルの垂直分布は冬とその他の季節でどう違うか 好廣眞一
研究・報告書  上部域のヤクザル －屋久島の冬－ 好廣眞一
研究・報告書  屋久島東部ヤクスギ林帯におけるヤクシマザルの分布と糞分析によ

る食性の調査
好廣眞一　他11名

研究・報告書  屋久島の固定試験地におけるスギ天然林の林分構造・動態解析 研究代表者　吉田茂二郎
研究・報告書  屋久島の固定試験地におけるスギ天然林の構造と成長について 吉田茂二郎，今永正明
研究・報告書  屋久島の森林施業に関する研究（Ⅲ）－スギ天然生林に対する照査

法による森林施業のための固定試験地の設定－
今永正明，吉田茂二郎

研究・報告書  屋久島におけるスギ天然林施業に関する基礎的研究 今永正明，吉田茂二郎
研究・報告書  屋久スギ天然生林における種の平面・空間分布について 吉田茂二郎・岸川芳久
研究・報告書  宇宙から見た屋久島 田中總太郎
研究・報告書  ３樹種（クロマツ，ヒメコマツ，ストローブマツ）を台木として用いたとき

のヤクタネゴヨウのつぎ木活着率と成長量の違い
千吉良治

研究・報告書  Ｋ１３　ヤクタネゴヨウの現地内・外における遺伝的資源保存技術に
関する研究

千吉良治

研究・報告書  屋久島実習調査報告書（平成６年度自然環境野外実習Ⅰ） 平成６年度筑波大学大学院環境科学研究科屋
久島実習ｸﾞﾙｰﾌﾟ

研究・報告書  屋久島の観光と登山に関するアンケート調査結果（中間報告） 松下幸司
研究・報告書  屋久島・安房林道において餌付いたサルの社会構成と繁殖状態野

生動物保護に必要な観光客に対する指導と道路管理
揚妻直樹

研究・報告書  Supra-Annual Variation in the Influence of Myrica rubra  Fruit on
the Behavior of a Troop of Japanese Macques  in Yakushima

DAVID A.HILL,NAOKI　AGETSUMA

研究・報告書  The Effects of a typhoon on Japanese warm temperate rain forest P.J.Bellingham,T.Kohyama, S.Aiba
研究・報告書  屋久島における森林施業の展開過程と林相  －地理情報システムを

活用した一考察－
野田巌，松本光朗

研究・報告書  屋久島実習調査報告書（１９９６年） 東洋工学専門学校建築エコロージー科
研究・報告書  屋久島実習調査報告書（平成７年度自然環境野外実習Ⅰ） 平成７年度筑波大学大学院環境科学研究科屋

久島実習ｸﾞﾙｰﾌﾟ
研究・報告書  希少森林植物の生存環境の解明およびジーンダイバシティの評価と

保全法の確立
研究代表者　齋藤明

研究・報告書  １９９９年夏期ヤクシマザル調査報告  ９９ヤクザル調査隊
研究・報告書  屋久島におけるレクリェーション価値の算出と評価 柴崎茂光
研究・報告書  バックグラウンド地域として屋久島大気中微量揮発性有機化合物の 古賀実・花田喜文・永渕修
研究・報告書  Global Warming:The Potential Impact on Japan 大沢雅彦
研究・報告書  わが国の失われつつある土壌の保全をめざして  ～レッド・データ土

壌の保全～
田村憲司
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
研究・報告書  渓流沿い植物における適応的な細葉の解析：その解剖学的および

遺伝学的要因
中谷正樹

研究・報告書  The Distribution of Wild Yakushima Macaque(Macaca fuscata
yakui)Troops around tha Coast of Yakushima Island,Japan

Shinichi YOSHIHIRO外19名

研究・報告書  OBLIQUE DIAPIRISM OF YAKUSHIMA GRANITE IN THE RYUKYU
ARC, JAPAN

Ryo ANMA

研究・報告書  EXPERIMENTAL PLTON SHAPES AND TRACKS ABOVE
SUBDUCTION ZONES

Ryo Anma and Dimitrios Sokoutis

研究・報告書  COMPOSITIONAL ZONING AND ITS IMPLICATION IN A
TOROIDAL　CIRCULATION INSIDE THE YAKUSHIMA PLUTON,SW

Ryo ANMA,Yoshinobu KAWANO and Masaki
YUHARA

研究・報告書  Vertical Distribution of Yakushima Macaques (Macaca fusucata
yakui) in the Western Area of Yakushima Island, Japan

S.Yoshihiro 他13名

研究・報告書  屋久島 樹氷、雪に含まれるイオン濃度及びpＨ，ＥＣ外(解析途中) 永渕修
研究・報告書  屋久島生態系モニタリング調査報告書  （平成１０年３月） 熊本営林局
研究・報告書  屋久島の自然地域における保護と利用のあり方調査報告書 環境庁自然保護局九州地区国立公園・野生生

物事務所
研究・報告書  森林インストラクターの活動と機能に関する研究 枚田邦宏
研究・報告書  国有林野における森林レクリェーションの現状 ーヤクスギランド利用

者の意向ー
馬場裕典

研究・報告書  ヤクスギランドにおける森林レクリェーション（１） ー利用者の意向ー 馬場裕典・吉良今朝芳・松下幸司
研究・報告書  芦生演習林の一般入林者の利用状況 枚田邦宏　他５名
研究・報告書  釧路湿原国立公園の観光利用について  ー標茶町を事例にしてー 枚田邦宏
研究・報告書  森林組合による間伐促進に関する研究  ー熊本県小国町森林組合

を事例にー
枚田邦宏

研究・報告書  芦生演習林利用者の実態と意識について 枚田邦宏・大畠誠一・山中典和・中島皇
研究・報告書  屋久島の森林の地上部現存量と純一次生産速度 相場慎一郎・甲山隆司
研究・報告書  Variation in Intergroup Encounters in Two Populations of Japanese

Macaques
杉浦秀樹

研究・報告書  屋久島花崗岩体の貫入機構について 安間　了
研究・報告書  ２０００年度夏期ヤクシマザル調査報告 半谷吾郎
研究・報告書  地球温暖化が土壌生態系に与える影響 田村憲司
研究・報告書  ヤクタネゴヨウのマツノザイセンチュウ接種結果 戸田忠雄・千吉良　治・久保田　権・中島　勇夫
研究・報告書  リモートセンシングで知る私たちの地球 ー屋久島の森林・屋久島の

雨　宇宙からその謎を解くー
小牧勇蔵

研究・報告書  ヤクタネゴヨウの保護をめざす生体木調査 手塚賢至
研究・報告書  ２０００年度　屋久島蘚苔類相調査　報告書 出口博則・山口富美夫
研究・報告書  屋久島における大陸起源汚染物質の飛来と樹木衰退の現状 永淵　修
研究・報告書  屋久島研修の記録　（２００１年８月） 枚田邦宏
研究・報告書 平成14年度　体験的環境学習推進事業委託業務報告書 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 平成14年度　体験的環境学習推進事業委託業務　屋久島フィールド

ワーク講座報告書
鹿児島県上屋久町

研究・報告書 REIFU（嶺風）福島大学行政社会学部　学生論集第１２号
研究・報告書 屋久島調査合宿報告書
研究・報告書 平成１４年度　森林・林業振興施策の概要
研究・報告書 平成１５年度において講じようとする森林及び林業施策
研究・報告書 平成１５年度　森林・林業振興施策の概要
研究・報告書 森林資源の現況 林野庁・計画課
研究・報告書 埋没樹木の14Ｃ年代ウィグルマッチングによる火山噴火の高精度年

代決定
研究・報告書 平成１０年度屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１１年度屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１２年度屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１３年度屋久島生態系モニタリング調査報告書
研究・報告書 平成１４年度屋久島生態系モニタリング調査報告書
研究・報告書 平成１５年度屋久島生態系モニタリング調査報告書
研究・報告書 各種保護林等・技術開発試験地等各種次代検定林一覧表
研究・報告書 平成１４年度　グリーンワーカー事業業務報告書
研究・報告書 平成１３年度　業務記録
研究・報告書 平成１３年度　年報
研究・報告書 森林の公益的機能を重視した森林管理について
研究・報告書 平成１４年度国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況 林野庁
研究・報告書 森林の流通管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会 九州森林管理局
研究・報告書 「循環型社会システムの屋久島モデルの構築」プロジェクト 第六回全体会議及び第四回研究運営

委員会
研究・報告書 森林総合研究所　年報２００２年
研究・報告書 国有林野の管理経営に関する計画
研究・報告書 国有林野の管理経営に関する基本計画案に対する意見の要旨及び

当該意見の処理の結果
研究・報告書 つながろう地球生命圏
研究・報告書 屋久島の自然地域における保護と利用のあり方報告書 環境庁自然保護局 九州地区国立公園・野生生物事務所
研究・報告書 「むかし道」を活用した健康増進活動に関する調査報告書 環境省・林野庁
研究・報告書 公立林業試験研究機関　研究成果選集第一号（平成１４年度） 農林水産省林野庁 独立行政法人　森林総合研究所
研究・報告書 永田岳登山道周辺植生回復事業調査報告書
研究・報告書 平成１５年度森林総合研究所九州支所　年報
研究・報告書 森林研究所年報２００３
研究・報告書 林材業労働災害防止年報　平成１０年度版 林業木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 林材業労働災害防止年報　平成１３年度版 林業木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 平成１２年度技術開発課題報告書・完了報告書 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 平成１４年度グリーンワーカー事業業務報告書（屋久島登山道倒木

除去対策事業）
屋久島観光協会

研究・報告書 平成１４年度研究成果選集２００２ 独立行政法人森林総合研究所
研究・報告書 平成１４年度体験的環境学習推進事業委託業務屋久島フィールド

ワーク講座報告書
鹿児島県上屋久町

研究・報告書 屋久島登山道管理の技術指針（改訂版） 環境省　自然環境局九州地区　自然保護事務所
研究・報告書 平成１４年度霧島屋久国立公園屋久島地域登山道管理マニュアル策

定業務報告書
環境省　自然環境局九州地区　自然保護事務所

研究・報告書 屋久島の成り立ちと生態系 安仁屋政武
研究・報告書 Natural and Human Ecosystems of Yakushima Masamu Aniya(ed.) Graduate School of Environmental The

University of Tsukuba, May 2004
研究・報告書 屋久島の哺乳類による爬中両生類の補食 松原　幹
研究・報告書 SHORT　COMMUNICATION MIKI　MATSUBARA　and MIHO FUNAKOSHI
研究・報告書 Costs of Mate Guarding and Opportunistic Matingamang Wild Male

Japanese Macaques
松原　幹

研究・報告書 野生ニホンザルメスにおける多頭交尾のコストについて 松原　幹・David S. Sprague
研究・報告書 屋久島におけるタヌキの分布調査報告 （財）自然環境研究センター
研究・報告書 種子島におけるヤクタネゴヨウの新群生地の発見 金谷整一、池亀寛治、手塚賢至、寺川眞理、湯

本貴和
研究・報告書 Population density and group composition of Japanese sike deer

(Ceruns nippon yakushimae) in an evergreen broad-leaved forest in
Yakushima.southern Japan
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
研究・報告書 Environmental determinants of the altitudinal varitudinal in relative

group densities of Japanese macaques on Yakushima
Goro HANYA, Sinichi YOSHIHIRO, Koichiro
ZAMMA, Hajime MATSUBARA, Masaru
OHTAKE, Ritsuko KUBO, Naohiko NAMA, Naoki
AGETSUMA and Yukio TAKAHATA

研究・報告書 Ecological  Research
研究・報告書 The Outline of the Yakushima District Office
研究・報告書 「大陸から輸送されるエアロゾル中のS04が屋久島の森林に及ぼす

影響」研究成果報告書
研究・報告書 平成１６年度　森林総合研究所九州支局　年報
研究・報告書 屋久島　その２ 筑波大学大学院環境科学研究科
研究・報告書 Moss mortaliy of Japanese macaques in a western coastal forest of

yakushima
Goro HANYA, Miki MATSUBARA, Hideki
SUGIURA, Sachiko HAYAKUWA, Shunji GOTO,
Toshiaki TANAKA, Joseph SOLTIS, and Naohiko

研究・報告書 平成１４年度　国有林野事業労働災害統計書 林野庁福利厚生室
研究・報告書 第５回　屋久島フィールドワーク講座報告書 京都大学２１世紀COEプログラム
研究・報告書 屋久島森林生態系における固有樹種と遺伝子多様性の保全に関す

る研究　平成１６年
農林水産技術会議事務局

研究・報告書 屋久島深林生態系における固有樹種と遺伝子多様性の保全に関す
る研究　平成１７年

農林水産技術会議事務局

研究・報告書 平成１５年度　業務記録 独立行政法人　林木育種センター九州育種場
研究・報告書 公立林業試験研究期間　研究成果選集　第１号 農林水産省林野庁
研究・報告書 公立林業試験研究期間　研究成果選集　No.2 農林水産省林野庁
研究・報告書 公立林業試験研究期間　研究成果選集　No.2 農林水産省林野庁
研究・報告書 公立林業試験研究期間　研究成果選集　No.３ 林野庁福利厚生室
研究・報告書 永田岳登山道周辺植生回復事業調査報告書 屋久島森林管理所
研究・報告書 国有林業務研究発表集
研究・報告書 年報　平成１４年度 独立行政法人　林木育種センター
研究・報告書 年報　平成１５年度 独立行政法人　林木育種センター
研究・報告書 年報　平成１６年度 独立行政法人  森林総合研究所
研究・報告書 平成１６年度　グリーンワーカー事業業務報告書 屋久島観光協会
研究・報告書 「平成１６年度森林および林業の動向に関する年次報告」及び「平成

１７年度において講じようとする森林及び林業施策」
研究・報告書 平成１６年度　屋久島世界自然遺産地域保全対策調査業務報告書 （株）プレック研究所
研究・報告書 平成１７年度　森林・林業振興施策の概要 鹿児島県林務水産部
研究・報告書 平成１７年度　森林・林業関係諸施策の概要 林野庁　森林総合利用・山村振興室
研究・報告書 平成１６年５月１３日高嶋敦史報告書 九州森林研究
研究・報告書 平成１６年度　種子島ヤクタネゴヨウ保護林調査報告書 九州森林管理局・社団法人日本森林技術協会
研究・報告書 平成１６年度　屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１６年度　屋久島における生物多様性の維持機構の保全に関す

る研究報告書
財団法人自然環境研究センター

研究・報告書 森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　九州森林管理局
研究・報告書 ふれあいセンターが行う森林環境教育プログラム２００６ 林野庁　四国森林管理局　四万十川森林環境保

全ふれあいセンター
研究・報告書 世界遺産をシカが喰う　シカと森の生態学 湯本貴和・松田裕之
研究・報告書 屋久島における生物多様性の維持機構の保全に関する研究報告書

平成１７年度
財団法人　自然環境研究センター

研究・報告書 森林・林業関係諸施策の概要 林野庁　森林総合利用・山村振興室
研究・報告書 第一期中期計画　研究成果選集２００５ 独立行政法人　森林総合研究所
研究・報告書 平成17年度　森林総合研究所九州支所　年報　Vol.１８ 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 SSH体験研修（屋久島・種子島研修）報告書 大分舞鶴高校
研究・報告書 屋久島登山道における難透水層の形成 大貫靖浩・酒井正治・稲垣昌宏
研究・報告書 ヤクスギ天然林３固定試験地における林分構造とその動態解析 高嶋敦史・舛木順二・光田靖・吉田茂二郎・村上

拓彦・今田盛生
研究・報告書 Low genetic diversity and biased distribution of mitochondrial DNA

haplotypes in the Japanese macaque (Macaca fuscata yakui) on
Yakushima Island

Shuhei Hyashi/Yoshi Kawamoto

研究・報告書 「持続的森林利用オプションの評価と将来像」研究会 総合地球環境学研究所プロジェクト2-2
研究・報告書 屋久島森林生態系における固有樹種と遺伝子多様性の保全に関す

る研究　　　　　　（平成16年度）
森林総合研究所

研究・報告書 屋久島森林生態系における固有樹種と遺伝子多様性の保全に関す
る研究　　　　　　（平成13ー17年度）　成果報告書

森林総合研究所（屋久島森林生態系研究グルー
プ）

研究・報告書 屋久島森林生態系における固有樹種と遺伝子多様性の保全に関す
る研究　　　　　　（平成13ー17年度）　関連論文集

森林総合研究所（屋久島森林生態系研究グルー
プ）

研究・報告書 Cross-Sectional and Longitudinal Studies of the Development of
Group Differences in Acoustic Features of Coo Calls in Two Groups
of Japanese Macaques

Toshiki tanaka,Hideki sugiura&Nobuo Masataka

研究・報告書 物性からみた屋久島花崗岩体のlogical variety 高橋学・竹村貴人・藤井幸泰・山本由弦
研究・報告書 Trade Ban and the Black Market:aConsideration of the Incentive for

Illegal production
Ayumi Onuma

研究・報告書 エコツーリズムの定義に関する再検討ーエコツーリズムは地域にとっ
て持続可能な観光か？ー

柴崎茂光・永田信

研究・報告書 Variation in tree growth, mortality and recruitment among
topographic positions in a warm temperate forest

Tsujino,Riyou;Takafumi,Hino;Agetsuma,Naoki&Yu
moto,takakazu

研究・報告書 鹿児島県屋久島の森林で発見された外来哺乳類ータヌキ・ノイヌ・ノ
ネコ・ヤギ

辻野亮・揚妻-柳原芳美

研究・報告書 屋久島西部低地林におけるヤクシカの個体数密度増加 辻野亮・野間直彦・湯本貴和
研究・報告書 2005年夏期ヤクシカ調査ガイド（調査編・生活＆運営編） 北海道大学大学院文学研究科　立澤史郎
研究・報告書 絶滅危惧種ヤクタネゴヨウの成熟胚の培養による個体の再生 石井克明・細井佳久・丸山エミリオ・金谷整一・小

山孝雄
研究・報告書 Seasonal Variations in the Activity Budget of Japanese Macaques in

the Coniferous Forest of Yakushima:Effects of Food and
GORO HANYA

研究・報告書 ニホンジカの生息密度と被害調査報告書 財団法人　鹿児島県環境技術協会
研究・報告書 ヤクシマザル調査報告（２００５夏期・２００６夏期） ヤクザル調査隊
研究・報告書 Camparisons of dispersal success between the species fruiting prior

to and those at the peak of migrant furugivore abundance
GORO HANYA

研究・報告書 日本林業年鑑　１９６８ 林野庁
研究・報告書 日本林業年鑑　１９６９ 林野庁
研究・報告書 日本林業年鑑　１９７０ 林野庁
研究・報告書 日本林業年鑑　１９７１ 林野庁
研究・報告書 日本林業年鑑　１９７２ 林野庁
研究・報告書 日本林業年鑑　１９７４ 林野庁
研究・報告書 日本林業年鑑　１９７５ 林野庁
研究・報告書 平成１８年度森林総合研究所九州支部　年報　Vol１９ 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 四万十川森林環境保全ふれあいセンター　平成１８年度　年報 四万十川森林環境保全ふれあいセンター
研究・報告書 平成１８年度　年報　2006 独立行政法人　森林総合研究所
研究・報告書 地域生態系の保全・再生に関する合意形成とそれを支えるモニタリン

グ技術の開発
研究代表者　矢原徹一

研究・報告書 屋久島西部　世界自然遺産地域における森林利用の歴史 大谷達也・揚妻直樹　他
研究・報告書 スーパーサイエンスハイスクール屋久島体験研修報告書 大分舞鶴高校
研究・報告書 野生ニホンザルの毛づくろい前の音声から会話の起源を考える 神戸学院大学院　人間科学研究科　菅谷和沙
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
研究・報告書 2007年夏期ヤクシマザル調査報告 2007ヤクザル調査隊
研究・報告書 絶滅危惧種ヤクタネゴヨウの発根 石井克明・細井佳久・丸山エミリオ
研究・報告書 屋久島と種子島におけるヤクタネゴヨウの保全の現状について 金谷整一・吉丸博志
研究・報告書 Adjustment of Temporal Call Usage During Vocal Exchange of Coo

Calls in Japanese Macaques
Hideki Sugiura

研究・報告書 Morphological variation in leaf shape in Ainsliaea apiculata with
special reference to the endmic characters of populations on
Yakushima Island,Japan

H.Tsukaua/R.Tsujino/M.Isshiki……..

植物 九州のスギとヒノキ 宮島　寛 （財）九州大学出版会
植物 熊本県植物誌（１９６９） 熊本記念植物採集会 （株）長崎書店
植物 採種.採穂園の管理とスギのさしき 百瀬行男 農林出版（株）
植物 ザ・熱帯林（緑の地域経営の実現に向けて） 国際林業協力研究会 （財）日本林業調査会
植物 自然をつくる植物ガイド（治山、林道、環境保全の木と草） 林野庁 （財）林業土木コンサルタンツ
植物 植物組織学 猪野俊平 内田老鶴圃
植物 植物地理学 正宗厳敬 （株）養賢堂
植物 樹病学大系（Ⅱ） 伊藤一雄 農林出版（株）
植物 樹病学大系（Ⅲ） 伊藤一雄 農林出版（株）
植物 スギのすべて 全国林業改良普及協会
植物 スギの遺伝子保存と育種（種子及び苗木から樹齢５０年生までの総 外山三郎 ながと印刷
植物 図説　樹病講義 伊藤一雄 地球出版（株）
植物 都市林 林業経済研究所 農林出版（株）
植物 日本産針葉樹の分類と分布 林　弥栄 農林出版（株）
植物 日本のヒノキ（上巻） 佐藤敬二 全国林業改良普及協会
植物 樹木医学 鈴木和夫 朝倉書店
植物 海と生きる森ーマングローブ林ー 国際マングローブ生態系協会　地球環境基金資

金助成
植物 海と生きる森ーマングローブ林ー 国際マングローブ生態系協会　地峡環境基金資

金助成
植物 改訂・近畿地方の保護上重要な植物～レッドデータブック近畿2001～ レッドデータブック近畿研究会
図鑑 Ｆ０ＲＥＳＴＳ.ＩＮ.ＪＡＰＡＮ（日本の森林） 林野庁 官庁新聞社
図鑑 顕微鏡の世界 顕微鏡の世界編纂会 熊本日日新聞社
図鑑 原色　日本本林業樹木図鑑 日本林業技術協会 地球出版（株）
図鑑 原色　日本本林業樹木図鑑（第２巻） 日本林業技術協会 地球出版（株）
図鑑 原色　日本本林業樹木図鑑（第３巻） 日本林業技術協会 地球出版（株）
図鑑 原色　日本本林業樹木図鑑（第４巻） 日本林業技術協会 （株）地球社
図鑑 原色　日本本林業樹木図鑑（第５巻） 日本林業技術協会 （株）地球社
図鑑 原色　日本の林相 日本林業技術協会 地球出版（株）
図鑑 森林害虫喰痕写眞図集（第二輯） 加辺 正明
図鑑 森林害虫喰痕写眞図集（第三輯） 加辺 正明（前橋営林局） 前橋林野弘済会
図鑑 樹木大図鑑（Ⅰ） 上原敬二 有明書房
図鑑 樹木大図鑑（Ⅱ） 上原敬二 有明書房
図鑑 樹木大図鑑（Ⅲ） 上原敬二 有明書房
図鑑 日本の鳥（第１巻） 日本の鳥刊行会 全国林業改良普及協会
図鑑 日本の鳥（第２巻） 日本の鳥刊行会 全国林業改良普及協会
図鑑 日本の鳥（第３巻） 日本の鳥刊行会 全国林業改良普及協会
図鑑 邦産松柏類図説 岩田利治 ．草下正夫 産業図書（株）
図鑑 牧野　日本植物図鑑 牧野富太郎 （株）北陸館
図鑑 屋久島の植物ガイド（総集編） 財団法人　屋久島環境文化財団
図鑑 屋久島の植物ガイド（総集編） 財団法人　屋久島環境文化財団
図鑑 屋久島の植物ガイド（総集編） 財団法人　屋久島環境文化財団
図鑑 屋久島の植物ガイド（総集編） 財団法人　屋久島環境文化財団
図鑑 屋久島の植物ガイド（総集編） 財団法人　屋久島環境文化財団
図鑑 九州の樹木区別のポイント 九州森林インストラクター会 株式会社　秀巧社
図鑑 奄美の有用樹木 奄美大島流域林業活性化センター CIP-Sahoh, Tokyo
図鑑 原色　日本林業樹木図鑑 戸田光晴 地球出版株式会社
図鑑 原色　日本林業樹木図鑑　第２巻 地球出版株式会社
図鑑 原色　日本林業樹木図鑑　第３巻 倉田悟 地球出版株式会社
図鑑 原色　日本林業樹木図鑑　第４巻 倉田悟 地球社
図鑑 原色　日本林業樹木図鑑　第５巻 倉田悟 地球社
図鑑 日本の野生植物　草本Ⅰ単子葉類 下中弘 株式会社　平凡社
図鑑 日本の野生植物　草本Ⅱ離弁花類 下中弘 株式会社　平凡社
図鑑 日本の野生植物　草本Ⅲ合弁花類 下中弘 株式会社　平凡社
図鑑 日本の野生植物　木本Ⅰ 下中弘 株式会社　平凡社
図鑑 日本の野生植物　木本Ⅱ 下中弘 株式会社　平凡社
図鑑 屋久島　野生植物目録　１９９２ 濱田英昭
図鑑 鹿児島の植物図鑑 杉本正流 朝日印刷書籍出版
図鑑 林野土壌層断面図集２ 農林省林業試験場
図鑑 実用樹木要覧 中島道郎・林　弥栄・草下正夫・小林義雄 株式会社朝倉書店
図鑑 国立，国定公園特別地域内　指定植物図鑑 環境庁
図鑑 屋久島の植物 川原勝征 八重岳書房
図鑑 山渓ｶﾗｰ名鑑　日本の樹木 株式会社　山と渓谷社
図鑑 日本の野生植物　木本 平凡社
図鑑 　検索入門　樹木① 尼川大録　・　長田武正 株式会社　保育社
図鑑 　検索入門　樹木① 尼川大録　・　長田武正 株式会社　保育社
図鑑 　検索入門　樹木② 尼川大録　・　長田武正 株式会社　保育社
図鑑 　検索入門　樹木② 尼川大録　・　長田武正 株式会社　保育社
図鑑 日本の野生植物　草本 佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎 平凡社
図鑑 日本の高山植物 株式会社　山と渓谷社
図鑑 原色  日本植物図鑑　木本編（Ⅰ） 北村四郎・村田　源 保育社
図鑑 原色  日本植物図鑑　木本編（Ⅱ） 北村四郎・村田　源 保育社
図鑑 原色  日本植物図鑑　草本編（Ⅰ） 北村四郎・村田　源・堀　　勝 保育社
図鑑 原色  日本植物図鑑　草本編（Ⅱ） 北村四郎・村田　源 保育社
図鑑 原色  日本植物図鑑　草本編（Ⅲ） 北村四郎・村田　源・小山鐵夫 保育社
図鑑 原色  新日本高山植物図鑑Ⅰ 清水建美 保育社
図鑑 原色  新日本高山植物図鑑Ⅱ 清水建美 保育社
図鑑 日本のきのこ 吉見　昭一 成美堂出版
図鑑 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物ーレッドデータブック⑧植

物Ⅰ（維管束植物）
環境庁 財団法人　自然環境センター

図鑑 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物ーレッドデータブック⑨植
物Ⅱ（維管束植物以外）

環境庁 財団法人　自然環境センター

図鑑 続・屋久島の植物（屋久島の花草木） 川原勝征 八重岳書房
図鑑 新版・屋久島の植物 川原勝征 南方新社
図鑑 原色日本蘚苔類図鑑 岩月善之助・水谷正美 保育社
図鑑 原色　日本林業樹木図鑑　第５巻 倉田悟 地球社
屋久島関係 屋久島の自然 屋久島観光推進協力委員会 八重岳書房
屋久島関係 Pollination Systems in a Warm Temperate Evergreen Broad-leaved

Forest on Yaku Island.
屋久島関係 Pollnation Systems in the Cool Temperste Mixed Coniferous and

Broad-leaved Forest Zone of Yakushima Island.
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
屋久島関係 Pseudosasa Owatarii as a Forage fot Sika Deer on Yakushima Island.

（ﾔｸｼｶの食物としてのﾔｸｼﾏﾀﾞｹ）
高槻成紀

屋久島関係 Stand Dynamics in a Primary Warm-Temperate RainForst Analyzed
by the Diffusion Eguation.

屋久島関係 Summer Dietary Compositions of Sika Deer on Yakushima Island
Southern Japan.

屋久島関係 愛知県内のニホンサルの現状（指定鳥獣保護調査報告書）平成６年 愛知県農地林務部自然保護課
屋久島関係 亜熱帯地域の奄美群島．種子島．屋久島の林業と林政の方向（Ⅰ） 篠原武夫
屋久島関係 亜熱帯地域の奄美群島．種子島．屋久島の林業と林政の方向（Ⅱ） 篠原武夫
屋久島関係 委託林台帳（大正１４年調製） 上屋久営林署
屋久島関係 委託林台帳（昭和７年８月設定） 上屋久営林署
屋久島関係 委託林台帳 上屋久営林署
屋久島関係 委託林期間更新に関する書類（自:昭和２２年８月 至:昭和２７年７月） 上屋久営林署
屋久島関係 委託林野台帳（昭和１２年８月起） 上屋久営林署
屋久島関係 委託林野台帳（昭和１５年５月起） 上屋久営林署
屋久島関係 大隅諸島．屋久島の陸生脊推動物相について 森田忠義（鹿児島中央高校生物課）
屋久島関係 開墾適地実測図（大正１２年） 上屋久営林署
屋久島関係 鹿児島県屋久島におけるシカ被害の現状 末吉政秋
屋久島関係 鹿児島大学農学部附属高隈演習林気象報告（1990年～1991年） 地頭薗隆.下川悦郎.馬田英隆 鹿大演習林報告第２１号別刷
屋久島関係 鹿児島大学農学部附属高隈演習林気象報告（1992年～1993年） 地頭薗隆.下川悦郎.馬田英隆 鹿大演習林報告第２２号別刷
屋久島関係 鹿児島大林区屋久島小林区屋久島北事業区森林調査簿（大正１２年
屋久島関係 上屋久経営区経営基案昭和２６年第四次編成 吉田担当区事務所
屋久島関係 上屋久経営区第４次経営案説明書（昭和２６年度調査） 熊本営林局 上屋久営林署
屋久島関係 上屋久経営区経営基案（昭和２６年第四次編成） 永田担当区事務所
屋久島関係 上屋久経営区経営基案（昭和２６年第四次編成） 吉田担当区事務所
屋久島関係 上屋久経営区森林調査簿（昭和２６年第四次編成） 永田担当区事務所
屋久島関係 上屋久経営区森林調査簿（昭和２６年第四次編成） 吉田担当区事務所（吉田地区）
屋久島関係 上屋久経営区森林調査簿（昭和２６年第四次編成） 吉田担当区事務所（永田地区）
屋久島関係 上屋久経営区森林調査簿（自:２８年度 至：３７年度） 昭和２６年度第四次編成
屋久島関係 上屋久公有林野官行造林地森林調査簿施業基案（昭和３２年度～昭

和４１年度）
昭和３０年度第２次編成

屋久島関係 上屋久町の埋蔵文化財（遺跡分布調査報告書） 上屋久町教育委員会 鹿大法学部 考古学研究室
屋久島関係 上屋久町の民俗 上屋久町教育委員会 鹿大法学部 文化人類学研究室
屋久島関係 管内看板　　　　林道被害一湊部内登山の一部管内概要参考
屋久島関係 希少森林植物の生存環境の解明およびジーンダイバシテｲーの評価

と保全法の確立
研究代表者　斉藤明 九州大学農学部

屋久島関係 旧財務台帳
屋久島関係 口永良部島のエラブオオコウモリ 上屋久町教育委員会
屋久島関係 熊毛郡上屋久村処分調査図写（昭和１２年）
屋久島関係 熊毛国有林の地域別の森林計画書（H4.4.1～H13.3.31）（熊毛森林計

画区）
熊本営林局

屋久島関係 熊本営林局署退職者名簿（昭和４２年１月１日現在） 林野弘済会 熊本支部
屋久島関係 くまもと自然休養林参考写真集
屋久島関係 経営基案
屋久島関係 経営計画一覧表（昭和３９年１１月１日現在） 熊本営林局 計画課
屋久島関係 経営方針書作成の手引（昭和４３年５月） 熊本営林局 企画室
屋久島関係 公有林野官行造林案説明書（上屋久施業区） 上屋久営林署
屋久島関係 公有林野官行造林台帳
屋久島関係 国有林野における森林レクリｴ-ションの現状（屋久杉ランド利用者の 馬場裕典
屋久島関係 災害写真集
屋久島関係 最近の南西諸島の林業（上）（奄美群島.種子島.屋久島） 篠原武夫
屋久島関係 最近の南西諸島の林業（下）（奄美群島.種子島.屋久島） 篠原武夫
屋久島関係 作業道新設箇所（共用林１８林班関係）
屋久島関係 四季を通ずる降水量の配布状態がスギ,ヒノキに及ぼす影響（１９４０） 河田 杰 興林会利行
屋久島関係 自然休養林　白谷雲水峡
屋久島関係 司法事務関係書類綴（署長用）
屋久島関係 斫伐及造林照査簿調整様式 上屋久営林署
屋久島関係 斫伐照査簿（甲）（自:昭和18年度　至:昭和27年度）
屋久島関係 昭和１１年官史ノ進退賞罰ニ関スル書類 上屋久営林署
屋久島関係 昭和１３年施業沿革史 上屋久営林署
屋久島関係 昭和１４年準例規 上屋久営林署
屋久島関係 昭和１５年　屋久島北東南事業区施業案説明書 鹿児島大林区署
屋久島関係 昭和１６年度屋久島東南北事業区施業案説明書 熊本営林局
屋久島関係 昭和１６年度屋久島東南北事業区施業方針書 熊本営林局
屋久島関係 昭和１８年度施業沿革史 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２５年度調整造林地沿革調査カード 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２６年度調査第四次経営案説明書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２６年度調査第四次経営案方針書（現地審議会用） 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２６年度不要存地台帳 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２９年度計画に関する書類 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２年機号例規 屋久島小林区署
屋久島関係 昭和３０年度第２次編成,施業計画説明書（公有林野官行造林地）（３

２～４１）
熊本営林局 上屋久営林署

屋久島関係 昭和３３年営林署並に担当区登録簿 上屋久営林署
屋久島関係 昭和３９年度経営案に関する書類 経営課
屋久島関係 昭和４１年度経営計画に関する書類 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４２年度　経営計画に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４３年度経営計画に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４５年度経営計画に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４５年度　経営方針書（昭和４５年４月） 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４６年度　経営計画に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４６年度　経営計画に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４６年度　経営方針書（昭和４６年４月） 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４７年度　第２次地域施業計画５ｹ年計画 上屋久営林署（取扱注意）
屋久島関係 昭和４７年度　地域施業計画の樹立および変更に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４８年度造林請負関係検査写真集
屋久島関係 昭和４９年度製品生産事業写真帳
屋久島関係 昭和４９年度造林事業請負検査
屋久島関係 昭和５０年度以降要除伐林分写真
屋久島関係 昭和５１年度　地域施業に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和５５年度　地域施業の樹立及び変更に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和５７年度起地域施業計画に関する書類 上屋久営林署
屋久島関係 昭和７年度以降年期貸付台帳 楠川担当区
屋久島関係 植物学雑誌（ＴＨＥ ＢＯＴＡＮＩＧＡＬ ＭＡＧＡＺＩＮＥ，ＴＯＫＹＯ）
屋久島関係 植物の宝庫・屋久島を守れ 前川文夫
屋久島関係 白谷雲水峡
屋久島関係 白谷外
屋久島関係 資　料（昭和３４年１０月） 林野庁林政部 職員課
屋久島関係 森林開発と自然保護（屋久島国有林を中心として） 青木 尊重 熊本営林局
屋久島関係 森林施業と自然保護（第２３回森林経理研究会シンポジュウム）
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
屋久島関係 林業土木写真集 日本林業土木連合協会
屋久島関係 世界遺産屋久島 日下田紀三 ㈱八重岳書房
屋久島関係 世界遺産条約、その概要と平成４年の我が国の「世界遺産一覧表」

への推薦候補地について
内田敏博

屋久島関係 全国森林資源調査の実施について 36熊経第2417号外
屋久島関係 高隈演習林における雨量観測記録 地頭薗隆.下川悦郎.馬田英隆 鹿大演習林報告第１９号別刷
屋久島関係 第１次地域施業計画伐採造林計画簿（自:45.4.1 至:52.3.31） 上屋久営林署
屋久島関係 第２７回太陽国体山岳競技大会参考写真集
屋久島関係 第２次経営計画森林調査簿（自:昭和３７年４月 至:昭和４２年３月） 永田担当区事務所
屋久島関係 第２次経営計画森林調査簿（自:昭和37.4.1 至:昭和42.3.31）
屋久島関係 第２次経営計画伐採造林計画簿（自：昭和３７年４月 至：４２年３月） 永田担当区
屋久島関係 第３次経営計画伐採造林計画簿（自:42.4.1 至:47.3.31） 上屋久営林署
屋久島関係 第３次地域施業計画書（案）（昭和52.4.1～昭和62.3.31）
屋久島関係 第四次地域施業計画･陳情書 上屋久営林署
屋久島関係 第５次地域施業計画樹立に関する書類綴 上屋久営林署
屋久島関係 地域施業計画の一斉変更について 63熊計第102号外
屋久島関係 直営団地27,28,29,31,32,33林班の林相写真
屋久島関係 直営団地27,28,29,31,32,33林班の林相写真
屋久島関係 特定鳥類等調査（屋久島） 環境庁鳥類保護課
屋久島関係 南西島経営計画区第１次経営計画書（３３～３６年） 上屋久営林署
屋久島関係 南西島経営計画区上屋久事業区森林調査簿（自:昭和３３年度 至：昭

和３６年度）
屋久島関係 南西島経営計画区上屋久事業区森林調査簿 永田担当区事務所
屋久島関係 南西島経営計画区事業計画簿（自:昭和３３年度 至：昭和３６年度）
屋久島関係 南西島経営計画区第３次経営計画森林調査簿（自:42.4.1 至:47.3.31）
屋久島関係 南西島経営計画区第１次経営計画書（基本的事項）（自:３３年度 至：

３６年度０）
熊本営林局 計画課

屋久島関係 南西島経営計画区第２次経営計画編成方針書（自:37.4.1 至:42.3.31） 熊本営林局 計画課
屋久島関係 南西島経営計画区第２次経営計画書（自:37.4.1 至:42.3.31） 熊本営林局 計画課
屋久島関係 南西島経営計画区第３次経営計画書（自:42.4.1 至:47.3.31） 熊本営林局 計画課
屋久島関係 南西島地域施業計画区第１次地域施業計画書（45.4.1～52.3.31） 熊本営林局
屋久島関係 南西島地域施業計画区第２次地域施業計画第１次変更計画書

（自:47.4.1 至:57.3.31）
熊本営林局 計画課

屋久島関係 南西島地域施業計画区第３次地域施業計画の事業区別内訳書 上屋久事業区
屋久島関係 南西島地域施業計画区第３次地域施業計画書（52.4.1～62.3.31）
屋久島関係 南西島地域施業計画区第４次地域施業計画書（57.4.1～67.3.31）
屋久島関係 南西島地域施業計画区第５次地域施業計画書（62.4.1～72.3.31）
屋久島関係 南西島地域施業計画区第５次地域施業計画書（62.4.1～72.3.31）（第

１次変更計画書）
屋久島関係 日本モンキ－センタ－年報（昭和６２年度） （財団法人）日本ﾓﾝｷｰｾﾝﾀｰ
屋久島関係 農林漁業などにおける問題別の調査報告書（第１集） 堤　元 上屋久町
屋久島関係 残る屋久島の常緑広葉樹林の保護を 山根銀五郎
屋久島関係 のびゆく上屋久町 上屋久町教育委員会
屋久島関係 伐採計画補助簿（３３～３６年度） 上屋久営林署
屋久島関係 ヘリ集材写真外（６３年度起）
屋久島関係 別冊,森林の有する機能別の森林の所在一覧表（熊毛森林計画区） 熊本営林局
屋久島関係 マイクロ回線無線中継所及び道路新設に伴う国有林内被害写真 ＮO
屋久島関係 マイクロ回線無線中継所及び道路新設に伴う国有林内被害写真 ＮO
屋久島関係 松形局長来署外
屋久島関係 宮崎自然休養林.おおすみ自然休養林
屋久島関係 宮之浦事業所直営団地及永田川流域現況写真
屋久島関係 宮之浦岳登山コース内風景
屋久島関係 明治３９年部分林台帳附属図面 屋久島小林区署
屋久島関係 めずらしい屋久島の植物（特殊な条件下に育つ固有植物たちの姿） 迫静男
屋久島関係 モンキ－（屋久島特集）NO.197.198.199 （財団法人）日本ﾓﾝｷｰｾﾝﾀｰ
屋久島関係 屋久島 幸丸政明
屋久島関係 屋久島･安房林道において餌付いたサルの社会構成と繁殖状況 揚妻直樹
屋久島関係 屋久島花崗岩地帯における山くずれの周期性 下川悦郎.地頭薗隆
屋久島関係 屋久島環境文化懇談会報告 鹿児島県
屋久島関係 屋久島北事業区森林調査簿（昭和１６年度第二次検訂）
屋久島関係 屋久島原生林をどう未来へ残すか 東滋
屋久島関係 屋久島国有林の小面積伐採区におけるスギの更新成績 青木尊重（九大演）
屋久島関係 屋久島産ガジュツ抽出物及び単離成分の抗潰瘍作用 渡辺和夫.柴田昌裕.矢野真吾.葵陽.渋谷博考.北
屋久島関係 やくしま自然休養林（白谷地区）写真集
屋久島関係 屋久島自然保護運動の展開過程（地域開発と自然保護の間で） 藤原三夫
屋久島関係 ヤクシマシャクナゲと高山植物
屋久島関係 屋久島森林･林業総鑑（上巻） 熊本営林局計画課
屋久島関係 屋久島森林･林業総鑑（中巻） 熊本営林局計画課
屋久島関係 屋久島森林･林業総鑑（下巻） 熊本営林局計画課
屋久島関係 屋久島森林問題を考える 萩野敏雄
屋久島関係 屋久島瀬切川流域の湿帯針葉樹林の令構成と更新過程 鈴木英治.簿田二郎
屋久島関係 屋久島調査報告書 運輸省第四港湾建設局
屋久島関係 屋久島調査報告書 運輸省第四港湾建設局
屋久島関係 屋久島で初の本格的総合学術調査 瀧口正三
屋久島関係 屋久島と屋久杉 藤田晋輔
屋久島関係 屋久島土面川流域の降雨特性について 陶山正憲
屋久島関係 屋久島土面川における水文観測施設の設置と試験流域の地形．地

質．植生
地頭薗隆.下川悦郎.前道俊一

屋久島関係 屋久島土面川における水文観測施設の設置と試験流域の地形・地
質・植生

地頭薗隆.下川悦郎.前迫俊一 鹿大演習林報告第２０号別刷

屋久島関係 屋久島土面川流域における降雨・流出特性 地頭薗隆.下川悦郎 鹿大 特別号第５号別刷
屋久島関係 屋久島永田～栗生林道調査報告書 辻本 克己,大草 克己 林野庁 計画課
屋久島関係 屋久島永田における山くずれ、土石流災害（その１） 下川悦郎.岩松暉
屋久島関係 屋久島永田における山くずれ、土石流災害（その２） 下川悦郎.岩松暉
屋久島関係 屋久島南事業区施業基案
屋久島関係 屋久島における択伐国材林施業実行の手引 熊本営林局
屋久島関係 屋久島における山岳降水量の分布特性について 陶山正憲.竹下幸
屋久島関係 屋久島における森林棲鳥類の垂直分布、　　１　繁殖期 江口和洋.武石全慈.永田尚志.逸見泰久.川路則
屋久島関係 屋久島における森林棲鳥類の垂直分布　　Ⅱ　非繁殖期 江口和洋.武石全慈.永田尚志.逸見泰久
屋久島関係 屋久島におけるスギ天然林施業に関する基礎研究 吉田茂二郎.今永正明
屋久島関係 屋久島におけるスギ天然林のアイソザイム変異 津村義彦.大庭喜八郎
屋久島関係 屋久島花崗岩．由来の土壌中の粘土鉱物組成とその分布的特徴 岩佐安.山家富美子
屋久島関係 屋久島の環境保全と森林施業利用体系に関する研究 迫静男.下川悦郎.地頭薗隆.藤田晋輔.吉田茂二
屋久島関係 屋久島の概況 熊本営林局
屋久島関係 屋久島の原生林を訪ねて 柳文治郎
屋久島関係 屋久島の固定試験地におけるスギ天然林の林分構造･動態解析 吉田 茂二郎
屋久島関係 屋久島の自然と植生 田川日出夫
屋久島関係 屋久島の自然保護に関する討論会（写真集 S49.6.15）
屋久島関係 屋久島の植生調査報告（荒川流域を中心として） 正宗 厳敬,河合 功 熊本営林局
屋久島関係 屋久島の森林施業に関する研究（１.スギ人工林の生育立地解析） 今永正明.吉田茂二郎.湯之上修
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
屋久島関係 屋久島の森林施業に関する研究（Ⅱ.航空写真によるスギ人工林の

林分構造評価）
今永正明.永田幸司

屋久島関係 屋久島の森林利用と自然保護、レクリｴ－ション 宮林茂幸
屋久島関係 屋久島のスギ天然生林分の林分構造について 吉田茂二郎.辻本克己（鹿大農）
屋久島関係 屋久島のスギ天然林（１）林床型と立地環境 小林繁男.加藤正樹.森貞和仁.高橋正道
屋久島関係 屋久島のスギ天然林（２）林分構造と更新過程 小林繁男.加藤正樹.森貞和仁.高橋正道
屋久島関係 屋久島の鳥類とその生態 小笠原   . 小林恒明
屋久島関係 屋久島の民具 上屋久町教育委員会 鹿大法学部 文化人類学研究室
屋久島関係 屋久島の野生鳥獣相及び屋久犬 白井邦彦
屋久島関係 屋久島の林野土壌の性質・成因及び分布に関する研究（Ⅰ） 矢木久義.森田佳行.山家富美子.河室公康.久保
屋久島関係 屋久島の林野土壌の性質・成因及び分布に関する研究（Ⅱ） 山家富美子
屋久島関係 屋久島の林野土壌の性質・成因及び分布に関する研究（Ⅲ） 山家富美子.久保哲茂
屋久島関係 屋久島の林野土壌の性質・成因及び分布に関する研究（Ⅳ） 山家富美子.久保哲茂
屋久島関係 屋久島の林野土壌の性質、成因および分布に関する研究（Ⅴ） 三浦覚.八木久義.久保哲茂
屋久島関係 屋久島花之江河湿原周辺における森林の変遷について 竹岡政治.鳥居厚志
屋久島関係 屋久島東事業区森林調査簿施業基案（昭和６年第１次検訂）
屋久島関係 屋久島東事業区収穫基案（昭和１８年度～２７年度）
屋久島関係 屋久島フォーラム９４ｉｎ　ＴＯＫＹＯ　記念誌 開催実行委員会
屋久島関係 屋久島北事業区.基本図（３８～４０林班）（昭和６年度第１次改訂）
屋久島関係 屋久島北事業区収穫基案（自：昭和１８年度 至：２７年度）
屋久島関係 屋久島北事業区施業基案
屋久島関係 屋久島南事業区森林調査簿（昭和１６年度第二次検訂）
屋久島関係 ヤクスギ天然更新について 熊本営林局
屋久島関係 屋久杉の組織と材質に関する研究（１．屋久島と屋久杉の成立） 藤田晋輔
屋久島関係 やくすぎ銘木採材について
屋久島関係 屋久杉ランドにおける森林レクリｴ-ション（１）利用者の意向 馬場裕典.吉良今朝芳.松下幸司
屋久島関係 野生動物保護に必要な観光客に対する指導と道路管理 揚妻直樹
屋久島関係 ヤマモモの豊凶年によるサルの採食行動の変化 揚妻直樹 ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄ･ﾋﾙ
屋久島関係 わが町の郷土教育資料（上屋久町の歴史編） 上屋久町教育委員会
屋久島関係 上屋久　１９９３町勢要覧 鹿児島県上屋久町 渕上印刷
屋久島関係 屋久物語 鹿児島県屋久町 屋久町役場総務課
屋久島関係 太忠岳登山ルート　自然解説書 屋久島パークボランティアの会
屋久島関係 屋久の耀 鹿児島県屋久町 渕上印刷（株）
屋久島関係 世界遺産の経済学　屋久島の環境価値とその評価 栗山浩一　北畠能房　大島康行 株式会社　ケイソウ　書房
屋久島関係 上屋久　１９９０町勢要覧 上屋久町企画観光課 渕上印刷
屋久島関係 上屋久　’８５町勢要覧 上屋久町企画観光課 渕上印刷
屋久島関係 上屋久　’８２町勢要覧 上屋久町企画観光課 三州写真製版（株）
屋久島関係 上屋久　’７９町勢要覧 上屋久町企画観光課 三州写真製版（株）
屋久島関係 上屋久　’７６町勢要覧 上屋久町企画課
屋久島関係 上屋久　’７３町勢要覧 上屋久町企画課
屋久島関係 上屋久　’７２町勢要覧 上屋久町企画課
屋久島関係 上屋久　’７１町勢要覧 上屋久町企画課 岡本プロセス
屋久島関係 上屋久　’７０町勢要覧 上屋久町企画課 岡本プロセス
屋久島関係 上屋久　’６９町勢要覧 上屋久町企画課 岡本プロセス
屋久島関係 上屋久　’６８町勢要覧 上屋久町企画課 岡本プロセス
屋久島関係 ニホンザルの自然社会　エコミュージアムとしての屋久島 山極寿一　高畑由起夫 　株式会社クイックス
屋久島関係 屋久島関係ハンドブック 熊本営林局
屋久島関係 森林開発と自然保護 藤村重任 財団法人　水利科学研究所
屋久島関係 上屋久町町制４０周年記念誌　悠久の島 鹿児島県上屋久町 渕上印刷株式会社
屋久島関係 Yakushima Island Kagoshima University
屋久島関係 図説屋久島 鹿児島県
屋久島関係 図説屋久島 鹿児島県
屋久島関係 図説屋久島 鹿児島県
屋久島関係 創立３５周年記念誌 屋久島林業開発公社
屋久島関係 屋久島の国有林 上屋久営林署　下屋久営林署
屋久島関係 YAKUSUGI MUSEUM THE PERMANENT EXHIBITION GUIDE YAKUSUGI MUSEUM
屋久島関係 屋久杉　巨樹・著名木　改訂版 屋久杉自然館
屋久島関係 屋久杉　巨樹・著名木 屋久杉自然館
屋久島関係 屋久島環境文化村マスタープラン 鹿児島県
屋久島関係 図説屋久島 鹿児島県
屋久島関係 屋久島（写真集） 三井純夫
屋久島関係 季刊　生命の島 日吉真夫 有限会社　生命の島
屋久島関係 世界自然遺産会議　記念誌 世界自然遺産会議実行委員会
屋久島関係 世界遺産屋久島 日下田紀三 　（株）八重岳書房
屋久島関係 屋久島の自然 日下田紀三 八重岳書房
屋久島関係 屋久島を歩く 吉川満 山と渓谷社
屋久島関係 カラーガイド　屋久島　海と山と屋久杉原生林 八重岳書房編集部 株式会社　八重岳書房
屋久島関係 屋久島の山岳　近代ｽﾎﾟｰﾂ登山６５年の歴史と現在 太田五雄 八重岳書房
屋久島関係 ８２　町勢要覧　かみやく 鹿児島県上屋久町
屋久島関係 創立３５周年記念誌 社団法人　屋久島林業開発公社
屋久島関係 屋久物語 鹿児島県屋久町
屋久島関係 上屋久町町制４０周年記念誌　悠久の島 鹿児島県上屋久町
屋久島関係 菊陽町・屋久町姉妹都市盟約記念　杉の縁 菊陽町　屋久町
屋久島関係 屋久物語 鹿児島県屋久町
屋久島関係 屋久物語 鹿児島県屋久町
屋久島関係 上屋久　１９９３町勢要覧 鹿児島県上屋久町
屋久島関係 上屋久　１９９３町勢要覧 鹿児島県上屋久町
屋久島関係 屋久物語 鹿児島県屋久町
屋久島関係 上屋久　’８５勢要覧
屋久島関係 上屋久　１９９８上屋久町町勢要覧 上屋久町
屋久島関係 上屋久町環境読本 上屋久町
屋久島関係 図説屋久島 鹿児島県環境生活部環境保護課 屋久島環境文化財団
屋久島関係 行啓誌　世界自然遺産会議 鹿児島県
屋久島関係 行啓誌　世界自然遺産会議 鹿児島県
屋久島関係 行啓誌　世界自然遺産会議 鹿児島県
屋久島関係 行啓誌　世界自然遺産会議 鹿児島県
屋久島関係 行啓誌　世界自然遺産会議 鹿児島県
屋久島関係 屋久島野鳥ガイド 財団法人　屋久島環境文化財団
屋久島関係 週刊日本遺産　No.3　屋久島 朝日新聞社
屋久島関係 屋久島の海辺生物ガイド 財団法人　屋久島環境文化財団
屋久島関係 広葉樹人工林の手引き
屋久島関係 目で見る種子島・屋久島の１００年 井元正流、　下野敏見 （株）郷土出版社
屋久島関係 鹿児島県風土記 芳　即正、　塚田公彦 （株）旺文社
屋久島関係 屋久島の民話第二集 下野敏見 未来社
屋久島関係 鹿児島のすぐれた自然 財団法人　鹿児島県公害防止協会
屋久島関係 のびゆく上屋久町 上屋久町教育委員会 社会科副読本編集委員会
屋久島関係 屋久島国有林施業案説明書ー鹿児島大林区署ー 鹿児島短期大学付属南日本文化研究所
屋久島関係 小さな地球屋久島 屋久杉自然館
屋久島関係 屋久島のスギ人工林材島外出荷記念行事～屋久島からの新たな挑

戦～　　　　　　　　シンポジウム資料
屋久町安房総合センター大ホール
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
屋久島関係 地質図 独立行政法人　産業技術総合研究所
その他 １９９０年森林資源評価（熱帯林諸国編） 社団法人国際食料農業協会
その他 ２１世紀の森林づくりを考える（森林の流域管理システムの確立をめ 林野庁 21世紀森林つくりシンポジュウム
その他 秋田杉への郷愁 長岐 喜代次 東北紙工K.K東京工場
その他 芦生演習林の一般入林者の利用状況 枚田邦宏.大畠誠一.山中典和.中島皇.柴田正善 京都大学農学部付属演習林集報第26

号.別冊
その他 芦生演習林利用者の実態と意識について 枚田邦宏.大畠誠一.山中典和.中島皇 京都大学農学部付属演習林集報第23

号.別冊
その他 安全点検の手引き 林野庁 林業労働災害防止協会
その他 海より大きなクジラ（ある男の一生） 佐多 宗二 佐多宗二の出版を支える会
その他 エコ・エコノミ－と林業・木材産業（みどりのﾌﾞｯｸﾚｯﾄNO.3） 日本林業調査会編
その他 王子製紙社史 王子製紙株式会社 同　左
その他 飫肥杉 飫肥営林署
その他 回想の２０年 大隅素生協　安楽国男 大隅素材生産事業協同組合
その他 開庁４０周年（海上保安庁） 海上保安庁
その他 鹿児島県林業史 鹿児島県林業史編纂協議会
その他 鹿児島の園芸百科 瀬戸正徳 南日本新聞開発センタ－
その他 かごしまの洋ラン　（育て方．咲かせ方） 瀬戸正徳 南日本新聞開発センタ－
その他 過疎と森林の生態学 菊池 利夫 （財）水利科学研究所
その他 金原明善 土屋 喬雄 （財）水利科学研究所
その他 河上丈太郎（十字架委員長の人と生涯） 河上前委員長記念出版委員会 日本社会党機関紙局
その他 實用和英林業用語集 和英林業国語委員会 ㈱湖山社
その他 木で築くあたたかな環境 木材需要拡大中央協議会
その他 記念誌（創立二十周年） 鹿児島県木材協同組合連合会
その他 木の１００不思議 日本林業技術協会
その他 木は泣いている 大石 駿四郎 ㈱清文社
その他 九州国有林の展望 熊本営林局
その他 九州地場産業の現状と課題（下巻） 九州電力㈱
その他 九州の国有林 熊本営林局
その他 九州の起業家 日本経済新聞社
その他 九州緑の道（九州国有林　林道１００選 熊本営林局 林野弘済会 熊本支部
その他 釧路湿原国立公園の観光利用について（標茶町を事例にして） 枚田邦宏 京都大学農学部付属演習林集報第28

号.別冊
その他 経営管理のひとこま 遠藤 一巳 林業事情研究会
その他 健康のしおり外
その他 監物大樹木園「森の図書室」（図書名一覧表） 指導普及課
その他 現代森林考 筒井 迪夫 日本林業技術協会
その他 現代林業の検討 草下 正夫,松下 規矩,四手井 網英,渡辺 資仲 農林出版㈱
その他 現場作業における安全教育の手引き 林業労働災害防止協会
その他 公害と緑化 国土緑化推進委員会
その他 皇太子殿下　御成婚記念 伊地知信一郎 鹿児島毎日新聞社
その他 公文書の作成と取扱い 森田 正治 葵出版社
その他 国際花と緑の博覧会.公式記録写真集（ＥＸＰＯ９０） 財団法人国際花と緑の博覧会協会 財団法人国際花と緑の博覧会協会
その他 国産材加工流通の実態を探る（都城～人吉球磨地域） 財団法人農林水産奨励会
その他 国有林を活用した森林づくりのいろいろ（平成６年４月） 林野庁
その他 国有林野事業.重大災害事例集 スリーエム研究会 スリーエム研究会
その他 国有林野事業における安全管理（その実態のあり方） 辻 隆道,伊東 邦雄 宏林タイムス社
その他 国有林野事業における団体交渉ルール（第二刷） 山河 友次 林野弘済会
その他 国有林野事業　労務便覧（改訂版） 井上 恵弘 宏林タイムス社
その他 これからの国有林経営 熊井 一夫 日本国有林労働組合
その他 再考　日本の森林文化 市川健夫.斉藤功 日本放送出版協会
その他 桜をたのしむ （財団法人）林業科学技術振興所
その他 雑木林の博物誌 足田輝一 ㈱新潮社
その他 仕事のやり方に関するノートメモのまとめ方について 熊本営林局
その他 写真集　銘木誕生 政　篠田銘木店
その他 主任の業務基準 熊本営林局
その他 職業病としての振動障害 斉藤 和雄 ㈱南江堂
その他 振動病の予防と治し方 的場 恒考 ㈱南江堂
その他 植物と民俗 倉田　悟 地球出版（株）
その他 振動障害（その概念をめぐって） 岡田 晃,井上 尚英 ㈱日本労働総合研究所
その他 振動障害（基礎･臨床の最近の動向） 岡田 晃,那須 吉郎,井上 尚英 ㈱日本労働総合研究所
その他 振動障害対策巡回指導員の手引 林野庁 林業労働災害防止協会
その他 振動障害の基礎･臨床（検診から管理） 岡田 晃,那須 吉郎,井上 尚英 ㈱日本労働総合研究所
その他 森林風致とレクリェーション 岡崎 文彬 日本林業調査会
その他 森林エネルギーを考える 岸本 定吉 ㈱創文
その他 森林から都市を結ぶ 森林フォーラム実行委員会 ㈱日本経済評論社
その他 森林組合による間伐推進に関する研究（熊本県小国町森林組合を事 枚田邦宏 京都大学農学部演習林報告第65号.別
その他 森林作業法の最近の動向 北村 昌美 日本林業技術協会
その他 森林調査の資料について（英文） 甲山隆司
その他 森林への期待 姫田 忠義 全国林業改良普及協会
その他 森林利用学序説 上飯坂 実 地球出版株式会社
その他 森林を蘇らせた日本人 牧野和春 日本放送出版協会
その他 実用樹木要覧 中島道郎．林弥栄．草下雅夫 （株）朝倉書店
その他 住宅産業へのパイプ 今泉 勝吉.狩野 敏也.稲垣 吉彦.兼古 朝史 全国林業改良普及協会
その他 樹木と方言 倉田　悟 地球出版（株）
その他 巡幸餘芳 大金益次郎 新小説社
その他 政府苑の植物たち（ＥＸＰＯ９０） 財団法人国際花と緑の博覧会協会 財団法人国際花と緑の博覧会協会
その他 西暦２０００年の木材業界づくりへ 竹本 哲也 京都木材青年経営者協議会
その他 世界の貝　（自然の生みだした意匠） 千葉県立中央博物館
その他 瀬戸正徳の園芸全書（第１巻） 瀬戸正徳 南日本新聞開発センタ－
その他 瀬戸正徳の園芸全書（第２巻） 瀬戸正徳 南日本新聞開発センタ－
その他 続　樹木と方言 倉田　悟 地球出版（株）
その他 太陽国体　　　（７２鹿児島） 太陽国体　　　（７２鹿児島） 南日本新聞社
その他 太陽国体.天皇.皇后両陛下行事啓（１９７２） 南日本新聞社 鹿児島県
その他 大都会に造られた森（明治神宮の森に学ぶ） 松井 光瑶,内田 方彬　,谷本 丈夫,北村 昌美 ㈱第１プランニングセンター
その他 地方林政の課題 紙野 伸二 日本林業技術協会
その他 土佐の森林（１９７８） 「土佐の森林」編集委員会 高知県 高知営林局
その他 同和対策事業関係資料（Ⅰ） 熊本営林局
その他 長崎県の野鳥 長崎県
その他 南西諸島（初版） （株）エヌ．シ－エス 日本楽器製造（株）
その他 日本国政府出展　政府苑（ＥＸＰＯ９０） 財団法人国際花と緑の博覧会協会 財団法人国際花と緑の博覧会協会
その他 日本主要樹木名方言集 倉田　悟 地球出版（株）
その他 日本樹木名方言集 農商務省山林局 大日本山林会
その他 日本都道府県別地図並郵便線路図 日本都道府県別地図並郵便線路図 （株）国際地学協会
その他 日本の林業･林産業 日本林業技術協会 日本木材備蓄機構
その他 日本の森林・林業 森林.林業を考える会 ㈱日本林業調査会
その他 日本の森林と林業 日本の森林と林業 森林をよくする会
その他 日本の森林分布 日本の森林分布 森林資源総合対策協議会
その他 入札.契約の手引き（公共工事の新入札方式導入に対応した）未定稿 農林水産大臣官房経理課
その他 人間工学から見た林業労働 辻 隆道 宏林タイムス社
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
その他 熱帯林業（第３２号） 熱帯林業編集委員会 （財）国際緑化推進センタ－
その他 熱帯林業（第３３号） 熱帯林業編集委員会 （財）国際緑化推進センタ－
その他 熱帯林の１００不思議 日本林業技術協会
その他 農山村振興小規模林業経営 黒田 迪夫 日本林業技術協会
その他 農林水産業はすてきな仕事⑤　木を育てる 原野 隆充 文研出版
その他 農林水産業はすてきな仕事⑥　国土を守る森づくり 原野 隆充 文研出版
その他 春まき草花の育てかた
その他 百の木づかい 木材利用研究会 ㈱地球社
その他 盆栽百科　　（上手な育て方） 瀬戸正徳 瀬戸正徳
その他 松が枯れてゆく（この異常事態への提言） 松枯れ問題研究会 ㈱第一ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
その他 緑回復の処方箋 宮脇昭 朝日新聞社
その他 緑の再生 熊井 一夫 日本国有林労働組合
その他 銘木大観 北尾春道 （株）城南書院
その他 銘木要覧 井原国雄 （株）日刊林業新聞社
その他 木材利用は地球環境を救う 財団法人 全国木材組合連合会
その他 木工品･木のクラフト 全林協編 全国林業改良普及協会
その他 森から来た魚 相神 達夫 北海道新聞社
その他 森と木の質問箱（小学生のための森林教室） 林野庁 日本林業技術協会
その他 森と人間の物語 小澤普照 ＫＫベストセラ－ズ
その他 森の生活ドラマ １００（第１刷） 木村尚三郎.筒井迪夫 社団法人日本林業協会
その他 森の動物の１００不思議 （社団法人）日本林業技術協会
その他 森は呼んでいる ２１世紀森林研究会 創造書房
その他 森よよみがえれ（足尾銅山の教訓と緑化作戦） 秋山 智英 ㈱第１プランニングセンター
その他 林業政策論ノート 手束 羔一 日本林業調査会
その他 林業における新ＫＹＴ 林材業労働災害防止協会
その他 林業労働安全管理と人間工学 辻 隆道 宏林タイムス社
その他 林業問題あれこれ 松下 規矩 農林出版株式会社
その他 林業薬剤ハンドブック 林業薬剤協会
その他 林業労働における安全点検の手引き（後編） 林野庁 林業労働災害防止協会
その他 林業労働安全管理と人間工学 辻 隆道 宏林タイムス社
その他 林業労働における安全点検の手引き（国有林野事業関係） 林野庁 林業労働災害防止協会
その他 林材時評（第六集） 淡谷 忠一 日刊 林業新聞社
その他 林材時評（第八集） 淡谷 忠一 日刊 林業新聞社
その他 林土連二十年の歩み 及川 政一 社団法人 日本林業土木連合協会
その他 林木の材質 加納　孟 日本林業技術協会
その他 わかりやすいｋｊ法の手びき（新しい山づくりのために） 林業講習所 スリーエム研究会
その他 我が国森林･林業の長期ビジョン 森林計画研究会 ㈱地球社
その他 私たちの森林 日本林業技術協会
その他 わたしの地域おこし 平松守彦 日本放送出版協会
その他 保護具等の使用状況 熊本営林局
その他 中村月香作品集 中村公耀 文化堂印刷株式会社
その他 林業労働災害事例集 林材業労災防止協会 日本印刷株式会社
その他 林業労働災害事例集 林材業労働防止協会 日本印刷株式会社
その他 役職員名簿 財団法人　林野弘済会
その他 九州育種基本区　スギ推奨品種特性表　平成１０年度 林野庁　林木育種センター 常磐総合印刷株式会社
その他 平成１１年度　森林・林業関係諸施策の概要 林野庁　森林総合利用対策室
その他 平成１１年度　森林・林業振興施策の概要 鹿児島県林務水産部
その他 平成１２年度　森林・林業振興施策の概要 鹿児島県林務水産部
その他 平成１３年度　森林・林業振興施策の概要
その他 樹木医学
その他 森林ハンドブック　｀９３ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 森林ハンドブック　｀９４ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 森林ハンドブック　｀９５ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 森林ハンドブック　｀９５ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 森林ハンドブック　｀９４ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 森林ハンドブック　｀９７ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 蜂刺されの予防と治療 国有林野事業安全管理研究会 松尾印刷株式会社
その他 随想　森林　No.38 財団法人　土井林学振興会 　（株）エコーメイト・アソシエイト
その他 世界遺産　ＵＮＥＳＣＯ年報２０００ 社団法人　日本ユネスコ協会連盟 　株式会社東京印書館
その他 小杉谷事業書の歴史 屋久島森林管理署
その他 農林水産業は　すてきな仕事⑥　国土を守る森づくり 文研出版 図書印刷株式会社
その他 国有林野所在マップ 林野庁 株式会社　ニッポン　パブリシティー
その他 林業事業体ハンドブック　全面改訂版 スリーエム研究会 スリーエム研究会
その他 林業事業体ハンドブック　新版 スリーエム研究会 スリーエム研究会
その他 造林事業安全ハンドブック 九州森林管理局
その他 国有林野事業　林業事業体ハンドブック スリーエム研究会 スリーエム研究会
その他 アイじゃぱん４６　九州 ＪＴＢ ＪＴＢ
その他 ザ・森林塾 森林塾同人会 森林塾
その他 TREE DOCTOR No.5 日本樹木医会
その他 木の国　日本の世界遺産 大蔵省印刷局
その他 CHINA'S WORLD HERITAGE UNESCO World Heritage Center
その他 The World Heritage Newsletter World Heritage Center
その他 The World Heritage Newsletter World Heritage Center
その他 The World Heritage Newsletter World Heritage Center
その他 PROPERTIES INCLUDED IN THE WORLD HERITAGE LIST UNESCO
その他 PROPERTIES INCLUDED IN THE WORLD HERITAGE LIST UNESCO
その他 The International CANAL MONUMENTS 1996 ICOMOS
その他 国有林活用参考事例集 国有林利活用推進センター 林野庁
その他 生きた植物図鑑 高知営林局
その他 随想  森林　№３５ 財団法人　土井林学振興会
その他 １８０万人の家計簿　鹿児島県の生活設計マガジン 鹿児島県総務部税務課 鹿児島県
その他 ２０００年度　発展途上国の森林・林業 財団法人　海外林業コンサルタンツ協会
その他 肩こり・腰痛 木下繁太郎 健友館
その他 私たちの森林 日本林業技術協会 都市文化社
その他 ９９　全国共済施設総覧　改訂版 共済法規出版部 株式会社　カズサ　共済法規出版部
その他 蜂刺されの予防と治療 林野庁管理部厚生課 林業・木材製造業労働災害防止協会
その他 森林・林業　視察ガイドブック 社団法人　全国林業改良普及協会
その他 ４　木を調べる 学研
その他 農林水産業はすてきな仕事⑤　木を育てる 文研出版
その他 森と木の質問箱　小学生のための森林教室 日本林業技術協会
その他 暖帯林　平成７年号　４４２号 熊本営林局
その他 水源の森百選 林野庁 社団法人　国土緑化推進機構
その他 森林とみんなの暮らし 林野庁 社団法人　日本林業技術協会
その他 森林とみんなの暮らし 林野庁 社団法人　日本林業技術協会
その他 フォレストスケープ　森林景観のデザインと演出 真柴孝司 社団法人　全国林業改良普及協会
その他 実践・広報紙づくり　魅力ある編集のすべて 社団法人　日本広報協会
その他 長野県林業大学校　創立２０周年記念誌 長野県林業大学校創立２０周年記念事業実行委

員会
長野県林業大学校同窓会

その他 九州道路地図 南日本新聞社
その他 ふるさと鹿児島万能地図 株式会社昭文社
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分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社
その他 日本地図帳 青柳栄次 昭文社
その他 日本語大辞典 野間　佐和子 講談社
その他 プロシード　英和辞典 福武書店
その他 プログレッシブ和英中辞典 樋口信也 小学館
その他 広辞苑　第四版 安江良介 岩波書店
その他 熊毛地域の概況　平成９年度 鹿児島県熊毛支庁
その他 熊毛地域の概況　平成８年度 鹿児島県熊毛支庁
その他 熊毛地域の概況　平成１１年度 鹿児島県熊毛支庁
その他 森林ハンドブック　２０００ 社団法人　日本林業協会
その他 熊本営林局のポイント 企画調整室編
その他 歳入歳出国庫純計表の作成要領
その他 官公需に関する証明基準と中央会事業
その他 官公需施策と適格組合
その他 小切手の基礎と実務 熊本営林局　経理課
その他 山の情報誌　岳人 東京新聞出版局
その他 服部夕紀のイラスト１２ヶ月１５００カット 服部夕紀 誠文堂新光社
その他 最新イラスト全集 宙出版
その他 Windows　上に異常ありません 技術評論社
その他 MS-DOS　用語辞典 藤田英時 株式会社ナツメ社
その他 やさしいMS-DOSの基礎知識 ＦＩＥＬＤＮＵＴ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 株式会社新星出版社
その他 MS-DOS パーフェクトマスター 浅賀幸一・名取龍彦・中川秀 秀和システムトレーディング株式会社
その他 コピーして使える　たのしいイラスト・カット 池田書店
その他 生物学名命名法辞典 平嶋義宏 平凡社
その他 エコハビタ　ECOHABITAT　環境創造の都市 吉村元男 株式会社　学芸出版社
その他 TREE DOCTOR   松をまもる 日本樹木医会
その他 NATIONAL PARK SERVICE : THE STORY BEHIND THE SCENERY
その他 The World Heritage　ユネスコ世界遺産１９９５　４６９の記憶 財団法人　日本ユネスコ協会連盟
その他 ユネスコ世界遺産１９９６　The World Heritage 財団法人　日本ユネスコ協会連盟
その他 Nature Conservation in Japan Nature Conservation Bureau The Environment

Agency
その他 自然への招待 財団法人　国立公園協会
その他 学校Ⅳ
その他 国有林野における森林の取扱い 林野庁
その他 国有林野における森林の取扱い 林野庁
その他 みどりになるまで 水田久美子
その他 みどりになるまで 水田久美子
その他 森林ガイドブック　森にふれ森に学ぶ 北海道森林管理局
その他 総合的学習　調べよう身近な自然　４木を調べる 学研
その他 Harmony with the Earth 地球が生命を伝え続けるために Amway Nature Center
その他 ユネスコ世界遺産 日本ユネスコ協会連盟
その他 写真パネル等の貸し出しに関する文書 保全センター
その他 センターご利用のしおり 労働福祉事業団　鹿児島産業保健推進センター
その他 みどりになるまで 水田久美子 （社）全国林業改良普及協会
その他 雲仙・普賢岳　緑への復元（１０年の軌跡） 九州森林管理局・長崎県
その他 平成１１年度　国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況 農林水産省
その他 平成１１年度　国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況 農林水産省
その他 ある山官の修行録 平尾　利夫 株式会社林土連研究社
その他 ２１世紀新かごしま総合計画（平成１３年度～平成２２年度） 鹿児島県
その他 ２１世紀新かごしま総合計画　第１期実施計画（平成１３年度～平成１

５年度）
鹿児島県

その他 平成１３年度において講じようとする林業施策 林野庁
その他 森林・林業・木材産業そこが知りたい 林野庁・（社）全国林業改良普及協会
その他 鹿児島県総合観光ガイドブック2001「鹿児島旅百科」 （社）鹿児島観光連盟
その他 平成12年度鹿児島県こどもエコクラブ活動事例集 鹿児島県環境生活部環境生活課
その他 平成12年度事業のあゆみ鹿児島県屋久島環境文化研修センター （財）屋久島環境文化財団
その他 森林科学用語集 財団法人　林学会
その他 平成13年　事業のあゆみ　鹿児島県屋久島環境文化研修センター 鹿児島県屋久島環境研修センター
その他 日本の世界自然遺産　白神山地　屋久島 環境省
その他 公開シンポジウム　屋久島にゼロエミッション社会を創る
その他 「循環型社会システムの屋久島モデルの構築」プロジェクト　第２回全

体会議及び第２回意見交換会
その他 「循環型社会システムの屋久島モデルの構築」プロジェクト　第３回全

体会議及び第３回意見交換会
その他 「循環型社会システムの屋久島モデルの構築」プロジェクト　第１回全

体会議及び第１回意見交換会
その他 「循環型社会システムの屋久島モデルの構築」プロジェクト　第１回全

体会議及び第１回意見交換会
鹿児島県林務水産部

その他 「屋久島における地域循環型社会の構築」
その他 The World Heritage ユネスコ世界遺産1995　469の記憶 社団法人　日本ユネスコ協会連盟
その他 昭和26～48年　屋久島河川図（２級河川・準用河川） 熊本営林局
その他 欧米林業視察と観光 植杉　哲夫 日刊　林業新聞社
その他 ウッディライフを楽しむ１０１のヒント 社団法人　日本林業技術協会
その他 新・鹿児島の海釣り 南日本新聞社
その他 世界遺産UNESCO　２００２ 社団法人　日本ユネスコ協会連盟
その他 世界遺産UNESCO　２００４ 社団法人　日本ユネスコ協会連盟
その他 たくさんのふしぎ 越智　典子 （株）福音館書店
その他 森は呼んでいる 二十一世紀森林研究会 創造書房
その他 不思議なレストラン 松浦　幸子 （株）教育史料出版社
その他 森林ハンドブック’０４ 社団法人　日本林業協会 （株）創新社
その他 井上吉夫さんを偲ぶ 井上吉夫さんを偲ぶ追悼記念誌発行編集人代
その他 野生鳥獣 池田真次朗 林業教育研究会
その他 蜂に注意 林材業労災防止協会
その他 絶滅のおそれのある野生動植物種の国内取引管理 環境庁野生生物保護行政研究会 中央法規出版（株）
その他 森林ハンドブック’９１ 社団法人　日本林業協会 （株）創新社
その他 森林ハンドブック’９９ 社団法人　日本林業協会 （株）創新社
その他 屋久島国有林施業案説明書
その他 「夏、屋久島で」 一部学術系立命館大学探検部
その他 環境保全用語辞典 （株）林業土木コンサルタンツ
その他 熊毛地域の概況　平成２年
その他 熊毛地域の概況　平成３年
その他 熊毛地域の概況　平成７年
その他 熊毛地域の概況　平成１０年
その他 熊毛地域の概況　平成１２年
その他 熊毛地域の概況　平成１３年
その他 最新森林航測テキストブック 渡辺宏 （株）日本林業技術協会
その他 平成１７年台風１４号災害　甦れ緑の山河　復元への取組と治山事業 九州森林管理局
その他 生物分類技能検定登録者名簿　２００７年５月 財団法人自然環境研究センター
その他 ふれあいセンターが行う森林環境教育プログラム２００７ 林野庁　四国森林管理局　四万十川森林環境保

全ふれあいセンター
その他 林野火災対策の解説　森林火災対策協会編 財団法人林野弘済会
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（２）DVD・ビデオ等一覧

ビデオ一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

9 2本

10

11

12 4本

13 2本

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 2本

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

6月13日　TKUテレビ熊本　スーパーニュース　6時55分～1分間　白谷雲水峡9月18日（土）　ウイークエンドジャーニー（CX＆KTS）鹿児島県屋久島
「雨が織り成す　屋久島の絶景とは？」
NHKビデオ　本物の自然をあなたに伝える日下田紀三の映像メッセージ
自然の宝庫・屋久島（47分）

The Forest Giants～森の巨人の物語～　第２１回放送「紀元杉」

The Forest Giants～森の巨人の物語～　第２２回放送「弥生杉」

The Forest Giants～森の巨人の物語～　第２３回放送「縄文杉」

生まれ変わる雲仙・普賢岳～自然との共生・長崎森林管理署の治山事業～（17分）

シャクナゲ彩る　太古の森

森林へようこそ　九州の国有林（25分）

ズームイン！！SUPER　屋久島の自然

世界遺産白神山地（30分）

世界遺産屋久島（31分）

世界自然遺産会議テレビ放送

地球の緑を守り育てる～林木育種センターの新たな展望～（和英各24分）

痛快！エブリデイ　わがまま気ままブラリ旅～鹿児島・屋久島～　2002年10月1日（火）
OA　未成由美　おかけんたゆうた　〈ツアーコンダクター〉桂小枝　中継：兵庫県但馬郡

夢のある林業をめざして

夏休みSP　めんたいワイド　平成13年7月23日・27日OA「屋久島の旅」

ハイビジョン特集　世界自然遺産を行く　屋久島～四季・生命の輝き～

晴れたらイイねッ！　＃３８３　野口健と行く屋久島　三つの国の物語　後編
２００２年４月13日放送　フジテレビ
晴れたらイイねッ！　＃３８４　野口健と行く屋久島　三つの国の物語　前編
２００２年４月６日放送　フジテレビ

平成１６年度　高田久夫氏の最近の記録　撮影・太田五雄氏

無名・屋久杉ビデオ・マザー　平成12年4月

無名杉紹介ビデオ

無名杉紹介ビデオ（音無）

無名杉ビデオ（画像のみ）

森の小さな鉄道に乗って　原始の森の奥深く～屋久島・安房森林鉄道～
（平成14年9月23日NHKｰHD)

屋久島（教材編）第1回目編集・COPY

屋久島マナービデオ～みんなで守ろう　世界遺産の屋久島～

生命に満ちた島～屋久島の森を探る～（20分）

「世界遺産」屋久島Ⅰ　縄文杉の島屋久島　亜熱帯の洋上アルプス

「世界遺産」屋久島Ⅱ・巨大樹の森の一年

「まもろう　地球のたからもの」

BSデジタル放送開局記念特別放送　おはよう日本・週間ニュース（白谷）

CONVICTION OF THE HEART.

KKBスーパーJチャンネル　縄文杉の樹勢回復に向けて

NHK教育テレビ・インターネットスクール・たったひとつの地球「自然に会う旅」

明日を拓く木材　サンドライ

雨と巨木の島　屋久島（11分）

九州の国有林・おもしろ森林教室（上屋久）

木を使って健康的な生活を！

県民体育大会　熊毛地区大会　相撲　昭和63年7月16日

国有林への招待　屋久島の森林（13分）

紺野美沙子の科学館＃７２９～＃７３２「屋久島・種子島サイエンス紀行」

縄文杉　樹勢回復事業・ふるさと森林教室（KTSニュース　18時25分～）

植樹祭（ホット情報かごしま）

森林、そして林業に親しむ

森林教室シリーズ（１）　緑は友だち・国有林

タイトル
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タイトル

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 2本

74

75

76

８mmビデオ一覧

1

2

3

4

5

6

7 2本

8

9

10

11 2本

12

13

14 2本

15

16

17

18

19

20

森林教室シリーズ（２）　森林の姿と働き

森林教室シリーズ（３）　森を育てる

森林教室シリーズ（４）　森からのおくりもの

世界遺産＃１３６　屋久島Ⅰ（日本）

世界遺産＃１３７　屋久島Ⅱ（日本）

テレビ東京　人間劇場　きばらんか！飛び魚漁夫婦は18歳

富山みどり白書スペシャル　1999年～森をつくる森と生きる～　平成11年1月3日OA

ニシガキ　枝打ちクラブ（使い方説明い）

平成4年10月29日　NHKの屋久島報道

平成6年度　熊本営林局　業務研究発表会「無災害5年を達成して」

平成7年6月7日　宮浦岳登山

緑、萌ゆ～雲仙、普賢岳航空実播の記録～

緑のオーナー制度は果たして儲かるのか（報道特集）

南の秘境　屋久島（13分）

名水百選１０　心まで潤す水の旅

銘木　欅・松

屋久島冬物語

屋久杉（30分）

銘木　四季の麿丸太

銘木　銘木と工芸

銘木ー杉天井板ー　特別協力取材　伊勢の神宮

屋久島からのメッセージ

きらり九州めぐり逢い　　屋久島・後編　　09．1．24　　ＴＶＱ放送

タイトル

名付け親募集ビデオ（原本）

NIKON　３５Ti　QD　Video　Promotion

シートベルトは確実に身を守る命綱だ！

東洋工学専門学校建築エコロジー科案内

きらり九州めぐり逢い　　屋久島・前編　　09．1．17　　ＴＶＱ放送　　　　Ｈ20．3．追加

屋久島からのメッセージ　（英語版）

屋久島からのメッセージ　（中国語版）

雨量計設置

植樹祭・屋久島上空

照葉樹林帯（西部林道）プロット箇所

プロット調査撮影

観光地撮影

縄文杉デッキ撮影　平成8年3月4日

山神祭　屋久杉コブ

山神祭　（神事外）　平成7年

我が署の紹介（宮崎営林署）

北桑田高校　黒味岳登山

局長訓示

短時間KY活動を導入しよう！ヨシ！！　昭和63年1月

平成11年3月23日撮影（山本）　白谷林道20支線終点～（樹勢回復）縄文杉

HEAD　CLEANER　ビデオヘッドクリーナー　８mm

撮り方ビデオ

新危険予知訓練　その生かし方　№16-2

屋久島紹介

我が班の安全作業の取り組み（函館営林支局）・KYTで労働災害を無くそう（秋田営林
局）

伐木造材作業
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DVD一覧

タイトル 放送日 局

1 世界遺産　DVD コレクション　特別号日本編
（姫路城・白川郷・五箇山の合掌造り集落・屋久島）

2 旅サラダ　＃６９９　　ゲスト前田知洋 2006年10月14日・OA

3 日本の名峰～発表　おすすめの山５０～　 2006年10月14日・OA NHK　BSHi　（120分）

4 めざましテレビ　屋久島からありがとうSP 平成18年4月24日・OA KTS鹿児島テレビ

5 森林浴サラウンド　　　　　～映像遺産～　　　　

6 『世界遺産』＃558・559　屋久島Ⅰ・Ⅱ（日本）  　 2007年9月2・9日・OA TBS

7 縄文杉　特撮映像　                                                                          TBS/MBC

8 「ランキンの楽園」　　　　　　　　　　　　　　　      2007年11月9日・OA MBS/TBS

9 地域生態系の保全、再生に関する合意形成と
それを支えるモニタリング技術の開発　　矢原徹一

10 ジブリの風景　～宮崎作品が描いた日本～　　　　　  ＢＳ日テレ (Ｈ２０．３
追加)

11 『素敵な宇宙船地球号～屋久島～』　  2007年11月25日
12月2日・OA

テレビ朝日

12 志村・所のお正月2008  　　　　　               2008年1月10日 テレビ朝日・朝日放送
合同製作番組

13                                                     2008年2月2日・ OA NHK

14 地球エコ2008  第3部　『出発しよう！地球にふれる旅へ』 2008年3月20日・OA 総合テレビ

15 『出発します！地球にふれるエコ大紀行～世界自然遺産・屋
久島～』

2008年3月20日・OA BS

16 黒い樹氷～世界遺産が教える危機～        　　　　 2008年4月27日・OA

17 『日本の秘められた大自然』　　　　　　　　　 BBC英国放送協会ＴＶ
番組

18 『森に学ぼう』プロジェクト　　　　　 平成20年11月29日・OA KKBかごしまプラス

19 『ＲＡＮＤＳＣＡＰＥ』～アスリート、その視線の行方～ 2008年12月28日・OA BS

カセットテープ一覧

1 2本

5

6 作業課長　昭和53年9月20日

NHK　11月11日　最古のヤクスギ

昭和48年10月4日　九大　青木先生講演

12月2日

屋久島からの報告　4月15日　／　昭和49年11月27日

タイトル

2

3

4

新ラジオ番組　屋久島参り　ラジオ日本

昭和49年4月12日

昭和49年3月30日

昭和48年12月8日
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（３）学術調査等の入林状況
１　動　物　関　係

　入　　　　林　　　　目　　　　的　 　入　林　箇　所 所 属 備　考

ニホンザルの毛づくろい前の音声ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの調査 1～4 神戸学院大学大学院人間文化学研究科

樹木毎木調査・ヤクシカ密度推定 1～2･22･51～54･62･63･
70･80～83･93･100･204･
205･221･228･252･269･270

京都大学生態学研究センター

ヤクシマザルの行動生態学的調査 1～4 京都大学霊長類研究所

西部林道周辺に生息するﾔｸｼﾏｻﾞﾙの行動学的調査 1～4 京都大学霊長類研究所

ﾔｸｼﾏｻﾞﾙの低順位個体における菜食戦略の解明 2 京都大学大学院理学研究科

ｼｶのﾗｲﾄｾﾝｻｽによる密度調査 204･205(小瀬田林道) 北海道大学　屋久島生物部

西部林道周辺のﾔｸｼﾏｻﾞﾙおよびﾔｸｼｶの頭数調査 1～4 京都大学　野生動物研究センター

ﾆﾎﾝｻﾞﾙの調査 6～10･12(大川林道) 京都大学霊長類研究所 他

ﾊｼﾌﾞﾄｶﾗｽの分布及び生息密度の調査 大川林道 東京大学総合研究博物館

ﾔｸｼﾏｻﾞﾙの個体追跡法取得のための予備調査 1～4 京都大学　理学研究科生物科学専攻

ﾔﾓﾘの分布調査 1～4 京都大学大学院理学研究科

ﾔｸｼﾏｻﾞﾙの野外調査 1～3 京都大学 霊長類研究所他

西部林道周辺のﾔｸｼﾏｻﾞﾙの行動学的調査 1～4 京都大学 霊長類研究所

屋久島上層部域におけるﾆﾎﾝｻﾞﾙ生態調査 9･10･11 京都大学　農学部

ﾔｸｼﾏｻﾞﾙの遺伝子研究 永田･尾之間･安房･宮之浦
歩道周辺

琉球大学　大学教育ｾﾝﾀｰ

鹿児島県委託　平成20年度自然環境保全基礎調査事業委託
業務におけるﾔｸｼｶ調査

西部林道外(詳細は別表に
て)

財団法人　鹿児島県環境技術協会

ﾔｸｼﾏｻﾞﾙの採食行動の調査 2 京都大学 理学研究科

卒業研究でﾔｸｻﾞﾙ･ﾔｸｼﾞｶの採食関係について研究するため 2 奈良教育大学　自然環境教育センター

２　植　物　関　係

　入　　　　林　　　　目　　　　的　 　入　林　箇　所 所 属 備　考

屋久島の世界遺産地域における生態系の動態把握と保全管理
手法に関する調査の為の植生及び動物調査の為。

島内一円 東京大学大学院新領域創成科学研究科

ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳ調査 2～4･6･10･47･48･66 屋久島･ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳ調査隊

ﾂﾂｼﾞ科植物の共生菌と着生性の進化に関する調査研究 86 国立科学博物館　植物研究部

屋久島における植物の特殊化について、その形態上の特徴と、
その遺伝的背景の解析を行うため。

65(65はを除く)･211･216･
217･249･250･255

東京大学大学院理学系研究科

ﾔﾏﾓﾓの種子散布様式の解明 2 広島大学国際協力研究科･日本鳥類標
識協会

屋久島および種子島における絶滅危惧種ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳの遺伝的
多様性保全に関する研究

2～5・10･11･47～49･66･
1105～1110･1114･1115･
1117

(独)森林総合研究所　生態遺伝研究室

ﾔｸｽｷﾞ樹冠調査 86 琉球大学　農学部

きのこ類の発生調査及び採取調査 淀川登山道～淀川小屋手
前荒川登山道～大株歩道
入口･白谷雲水峡･ﾔｸｽｷﾞﾗﾝ

鳥取大学農学部付属菌類きのこ遺伝資
源研究センター

研究調査(植生調査) 2～4(西部林道) 鹿児島大学

ﾔｸｽｷﾞ天然林の群集動態の解析(年輪ｺｱｻﾝﾌﾟﾙ採取) 86（小花山､天文の森）･
214(白谷試験地)

九州大学森林計画学研究室

屋久島固有の高山性矮小植物の遺伝的多様性及び適応形質
に関する研究のため

永田･大株･尾之間･湯泊･太
忠岳外3歩道･大川外2林道

京都大学大学院理学研究科

植物の共生菌を明らかにし､生物多様性保全の指針とする為 54 国立科学博物館　筑波研究資料ｾﾝﾀｰ

ﾔｸｼｶによる植物への食痕状況調査､防鹿柵内外の植生調査､
防鹿柵の維持･管理

75･76･78･80･90･100･101 九州大学大学院理学研究院生物科学専
攻

植生調査 16･20･21･24 鹿児島大学 理学部

永田岳周辺のﾔｸｼﾏﾘﾝﾄﾞｳ､ﾔｸｼﾏｳｽﾕｷｿｳ分布調査 永田岳周辺 屋久島丸ごと保全協会

植物資料の収集 22･82・83･93･94･97･103･
230

鹿児島県立博物館

ﾔｸｽｷﾞ天然林の群集動態の解析(年輪ｺｱｻﾝﾌﾟﾙ採取) 214(白谷試験地)･86(小花
山、天文の森)･80(二人だけ
の小径)

九州大学 森林計画学研究室

森林資源モニタリング調査 １３外12 熊本県森林組合連合会

樹木の枝構造の個体ｻｲｽﾞ依存性に関する調査を行う。 9～11･14･15･26～30･34･
35･39･40･43･44

北海道大学大学院環境科学院

屋久島ｽｷﾞ人工林の生物多様性に関する学術研究のため。 10･11･15･25･34･35･37･40･
43･46～49･273･275

兵庫県立大学　自然環境科学研究所

植生垂直分布調査 1～12･14･15･25･39･43･
44･46

社団法人　日本森林技術協会

（平成20年４月から平成21年3月）

-51-



３　そ　の　他

　入　　　　林　　　　目　　　　的　 　入　林　箇　所 所 属 備　考

ｼｲ･ｶｼ類に穿入するｷｸｲﾑｼ類の調査 1～4･204～205 森林総合研究所　関西支所　生物被害
研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

渓流水質調査 宮之浦林道外2 摂南大学　工学部

昆虫相調査 黒味岳周辺･花之江河周辺 神奈川県立生命の星　地球博物館

昆虫類の調査(主にｿﾞｳﾑｼ類) 15･49･54･81･216･217･249～252 産業技術総合研究所

屋久島世界遺産地域における生態系の把握と保全管理手法に
関する調査(環境省に伴う昆虫類の調査)

花山歩道周辺(13･14･15) 鹿児島大学農学部害虫学研究室

酸性雨モニタリング（土壌･植生）調査 3･9 鹿児島県農業開発総合センター

ﾔﾏｷﾏﾀﾞﾗﾋｶｹﾞの生態調査及び他昆虫資料の収集 11･12･14･87･100･101･
209･258

鹿児島県立博物館

水質調査 島内一円の河川(尾之間方
面)

和歌山大学

ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ果実のｿﾞｳﾑｼによる食害の調査 54･61～63･81･270･272 産業技術総合研究所 生物機能工学研
究部門

京都大学大学院理学研究科学生実習(ﾆﾎﾝｻﾞﾙ･ｷﾉｺ･植物･昆
虫の調査)

1～3･9･49･50･54･62･80･
85･213～215

京都大学大学院理学研究科

地質の調査 宮之浦林道･２３３ 産業技術総合研究所

保護林モニタリング基礎調査(植生･動物の痕跡等の目視記録) 269･271･228･212～215･
100･101･84･85･60～62･
45･38･32

株式会社　一成

生態学の研究｢結実数の年変動と冬鳥･サル及び農作物被害
の関係｣

１～４ 滋賀県立大学　環境科学部

酸性雨調査 大川林道･花山歩道･愛子
岳登山道

滋賀県立大学
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（４）報告書リスト

№ 報告書名 報告者氏名（機関）
1 屋久島の林木群集構造と基質表層の安定性(照葉樹林域における基質表

層の回転と森林の更新動態 昭和63年～ 平成2年度科学研究費補助金(一
般研究B)研究成果報告書:63-74 (1991.3))

甲山隆司

2 東南ｱｼﾞｱの多雨林の構造特性と再生動態(日本を含む東ｱｼﾞｱおよび太平
洋地域における熱帯並びに亜熱帯現存植生の成立要因の地域間比較に
関する予備的研究 昭和63年度鹿児島大学教育研究学内特別経費成果報
告書 中野和敬編:30-38 (1990))

甲山隆司

3 照葉樹林と硬葉樹林(週刊朝日百科･｢植物の世界｣ 59:13…140-13…143) 甲山隆司
4 Significance of architecture and allometry in saplings (Functional Ecology

1987:399-404)
甲山隆司

5 A Function Describing All-Sized Trunk Diameter Distribution in Warm-
Temperate Rain Forests (Bot.Mag.Tokyo 101:207-212 (1988))

甲山隆司

6 Simulation of the Structural Development of Warm-Temperate Rain Forest
Stands (Annals of Botany 63:625-634 (1989))

甲山隆司

7 Simulation Stationary Size Distribution of Trees in Rain Forests (Annals of
Botany 68:173-180 (1991))

甲山隆司

8 Tree Size Structure of Stands and Each Species in Primary Warm-
Temperate Rain Forests of Southern Japan (Bot.Mag.Tokyo 99:267-279

甲山隆司

9 Density-size Dynamics of Trees Simulated by a One-sided Competition
Multi-species Model of Rain Forest Stands (Annals of Botany 70:451-460

甲山隆司

10 Size-Structured tree populations in gap-dynamic forest - the forest
architecture hypothesis for the stable coexistence of species (Journal of
Ecology 1993 81:131-143)

甲山隆司

11 Stand Dynamics in a Primary Warm-Temperate Rain Forest Analyzed by
the Diffusion Eguation (Bot.Mag.Tokyo 100:305-317 (1987))

甲山隆司

12 Size-structured multi-species model of rain forest trees (Functional
Ecology 1992 6:206-212)

甲山隆司

13 Freguency Distribution of Tree Growth Rate in Natural Forest Stands
(Annals of Botany 64:47-57 (1989))

甲山隆司,T.Hara

14 Dynamics of Primary and Secondary Warm-temperate Rain Forests in
Yakushima Island (TROPICS Vol.6(4):383-392 (1997))

甲山隆司,相場慎一郎

15 Below-and above-ground allometries of shade-tolerant seedlings in a
Japanese warm-temperate rain forest (Functional Ecology 1994 8:229-

甲山隆司, P. J. GRUBB

16 Tree species stratification in relation to allometry and demography in a
warm-temperate rain forest (Journal of Ecology 1996 84:207-218)

相場慎一郎,甲山隆司

17 The effects of a typhoon onJapanese warm temperate rainforests
(Ecological Research 1996 11:229-247)

P. J. BELLINGHAM, 甲山隆司,
相場慎一郎

18 熱帯山地の生態学(生態環境研究 (ECO-HABITAT), 2(1):77-79 (1995)) 大沢雅彦
19 湿潤ｱｼﾞｱの垂直分布帯と山地植生ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ(現代生態学とその周辺.沼田

眞編.東海大学出版会.(1995))
大沢雅彦

20 Latitudinal comparison of altitudinal changes in forest structure,leaf-
type,and species richness in humid monsoon Asia (Vegetatio 121:3-10

大沢雅彦

21 Patterning of Subtropical/Warm-temperate Evergreen Broad-leaved
Forests in East Asian Mountains with Special Reference to Shoot
Phenology (TROPICS Vol.6(4):317-334 (1997))

大沢雅彦,新田郁子

22 Leaf dynamics and shoot phenology of eleven warm-temperate evergreen
broad-leaved trees near their northern limit in central Japan (Plant
Ecology 130:71-88 (1997))

新田郁子,大沢雅彦

23 Vertial vegetation zones along 30ﾟN latitude in humid East Asia (Vegetatio
126:135-149 (1996))

Jing-Yun Fang,大沢雅彦,吉良龍
夫

24 Zonal transition of evergreen,deciduous,and coniferous forests along the
altitudinal gradient on a humid subtropical mountain, Mt.Emei,Sichuan,China
(Plant Ecology 133:63-78 (1997))

Cindy Q.Tang ,大沢雅彦

25 草の液果の種子散布(ﾌｪﾉﾛｼﾞｰ研究No.24:7-9 (1995)) 野間直彦
26 Rapid Shifting of Foraging Pattern by Yakushima Macaques (Macaca

fuscata yakui) in Response to Heavy Fruiting of Myrica rubra (International
Journal of Primatology 16:247-260 (1995))

揚妻直樹,野間直彦

27 種子散布にみる植物との共生(山岸哲編｢鳥類生態学入門｣128-142 築地
書館 (1997))

野間直彦
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№ 報告書名 報告者氏名（機関）
28 Annual Fluctuations of Sapfruits Production and Synchronization within

and inter Species in a Warm Temperate Forest on Yakushima Island
(Tropics Vol.6(4):441-449 (1997))

野間直彦

29 Fruiting phenology of animal-dispersed plants in response towinter
migration of frugivores in a warm temperate forest onYakushima Island
,Japan(Ecological Research 12:119-129 (1997))

野間直彦,湯本貴和

30 種子散布をめぐる植物と鳥類･哺乳類の共生関係 -屋久島での研究から-
(霊長類研究 Primate Res. 13:137-147 (1997))

野間直彦

31 屋久島での野生のｻﾙへの餌やり(季刊 ｢生命の島｣.35) 杉浦秀樹
32 屋久島の｢自然な｣ｻﾙと｢不自然な｣ｻﾙ(｢なきごえ｣ 1996.8) 杉浦秀樹
33 屋久島,西部林道における野生ﾆﾎﾝｻﾞﾙの餌付き方の調査-1993年と1995年

の比較(霊長類研究 Primate Res. 13:41-51 (1997))
杉浦秀樹, 揚妻直樹, 田中俊明,
大谷達也, 松原 幹, 小林直子

34 屋久島の照葉樹林におけるﾔｸｼﾏｻﾞﾙ(Macaca fuscata yakui)による種子の
捕食と散布 (1997.3)

35 屋久島の世界遺産地域を通過する西部林道が自然環境に与える影響(霊
長類研究 Primate Res. 10:41-47 (1994))

揚妻直樹, 杉浦秀樹, 田中俊明

36 ﾆﾎﾝｻﾞﾙの発声行動における集団差(心理学研究 第66巻 第3号 P.176-183
(1995))

田中俊明

37 屋久島西部林道沿いﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｯﾄに於けるｵｵﾊﾞﾔﾄﾞﾘｷﾞ分布について 樹木医 宇佐美暘一
38-
1,2

土壌断面調査票(屋久島に分布する土壌の土壌生成分類学的基礎調査平
成8･9年度調査分)

田村憲司

39-1 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書 環境庁自然保護局, 財団法人日
本自然保護協会

･屋久島原生自然環境保全地域におけるｽｷﾞ林の10年間の群落動態 武生雅明, 大沢雅彦, 尾崎煙雄,
大塚泰弘, 吉田直哉, 本間航介,
小野昌樹, 江草清和

･屋久島原生自然環境保全地域の常緑針広混交林の10年間の変化 木村勝彦
･屋久島原生照葉樹林における林木群集の10年間の動態 相場慎一郎, 明石信廣, 甲山隆
･屋久島西部照葉樹林域の原生林と二次林の10年間の動態 甲山隆司, 相場慎一郎, 明石信

廣, 坂本圭児
39-2 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書 環境庁自然保護局, 財団法人日

本自然保護協会
･屋久島原生自然環境保全地域の山地針葉樹林における林木群集の構造 明石信廣, 相場慎一郎, 甲山隆
･屋久島低地におけるﾘｰﾌｻｲｽﾞが異なる2つの常緑広葉樹林の比較 大沢雅彦, 武生雅明, 大塚俊之
･屋久島亜熱帯･暖温帯常緑広葉樹林域の放棄地における二次遷移 大塚俊之, 大沢雅彦, 武生雅明
･屋久島における維管束着生殖物の垂直分布と環境要因に関する予報 江草清和, 大沢雅彦
･原生的照葉樹林群集の果実のﾌｪﾉﾛｼﾞｰ 野間直彦
･屋久島の照葉樹林帯とﾔｸｽｷﾞ林帯を構成する植物に放花するﾊﾅﾊﾞﾁ相 湯本貴和
･屋久島原生自然環境保全地域の土壌と針葉樹3種の分布 小野昌輝, 大沢雅彦
･屋久島のｽｷﾞ林内埋没土壌の花粉分析と鬼界ｶﾙﾃﾞﾗの火砕流噴火の影響 木村勝彦, 鈴木茂

40 北限における常緑広葉樹林の植生･環境分化に関する研究平成5～6年度
科学研究費補助金 一般研究(B)研究成果報告書

研究代表者 大沢雅彦

･Latitudinal comparison of altitudinal changes in forest structure, leaftype,
and species richness in humid monsoon Asia

大沢雅彦

･The montane cloud forest and its gradational changes in southeast Asia 大沢雅彦
･屋久島低地におけるﾘｰﾌｻｲｽﾞが異なる2つの常緑広葉樹林の比較 大沢雅彦, 武生雅明, 大塚俊之
･屋久島の常緑広葉樹林における地形的群落の構造 朱宮丈晴, 大沢雅彦
･屋久島低地におけるﾘｰﾌｻｲｽﾞが異なる常緑広葉樹の葉の寿命 新田郁子, 大沢雅彦, 大塚俊之,

三好弘子
･ﾘｰﾌｻｲｽﾞが異なる常緑広葉樹の葉の寿命 鈴木由香理
･常緑広葉樹の開葉と落葉に着目した季節的ﾊﾟﾀｰﾝ 新田郁子
･常緑広葉樹の葉の水分特性の季節変化 鈴木由香理
･屋久島亜熱帯･暖温帯常緑広葉樹林域の放棄地における二次遷移 大塚俊之, 大沢雅彦, 武生雅明
･屋久島低地部の撹乱立地に出現する先駆性樹種の特性 三好弘子, 大塚俊之, 大沢雅彦,

新田郁子
41-1 屋久島における気候変動と森林系のﾚｽﾎﾟﾝｽ平成7年度科学研究費補助金

総合研究(A)研究成果報告書
研究代表者 大沢雅彦(千葉大学
理学部教授)

･花崗岩節理系と表層地形動態 山本啓司
･地形に対応した常緑広葉樹林の構造と土壌特性のﾊﾟﾀｰﾝ 朱宮丈晴, 大沢雅彦
･屋久島における台風の気候学的解析 松本淳, 岡谷隆基, 江口 卓
･The effects of a typhoon on Japanese warm temperate rain forests Bellingham,P.J., 甲山 隆司, 相場

慎一郎
･林冠ｱｸｾｽｼｽﾃﾑの建設 寺島一郎
･林冠ｱｸｾｽｼｽﾃﾑを利用した樹冠の形成･維持機構の研究 -その事始め- 寺島一郎, 木村恭子
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41-2 屋久島における気候変動と森林系のﾚｽﾎﾟﾝｽ平成7年度科学研究費補助金

総合研究(A)研究成果報告書
研究代表者 大沢雅彦(千葉大学
理学部教授)

･照葉樹林構成種8種のｼｭｰﾄの形態の変異とその機能的意義 -伸長志向
のｼｭｰﾄと葉面展開志向のｼｭｰﾄ-

竹中明夫

･屋久島の常緑広葉樹におけるﾘｰﾌｻｲｽﾞと葉の寿命の変化 大沢雅彦, 新田郁子
･森林群集の繁殖過程と更新動態 -屋久島の照葉樹林の鳥散布樹種の果
実数の年変動と同調性-

新山馨, 野間直彦, 小南陽亮, 佐
藤保, 斉藤哲

･屋久島低地部の常緑広葉樹林地域における二次遷移 大塚俊之, 三好弘子, 大沢雅彦
･屋久島における推移行列ﾓﾃﾞﾙの応用 高田壮則

42 葉の特性に着目した常緑広葉樹の機能型と群落分化平成7~8年度科学研
究費補助金 基盤研究(B)(2)研究成果報告書

研究代表者 大沢雅彦(千葉大学
理学部教授)

･常緑広葉樹の芽の類型と生態学的属性(Bud structure and ecological
traits of evergreen broad-leaved trees at their northern limit in southern
and central Japan.)

大沢雅彦, 新田郁子

･Leaf dynamics and shoot phenology of eleven warm-temperate evergreen
broad-leaved trees near their northern limit in central Japan.

新田郁子, 大沢雅彦

･Patterning of subtropical/warm-temperate evergreen broad-leaved
forests in east Asian mountains with special reference to shoot phenology.

大沢雅彦 ,新田郁子

･Distribution ranges and population structure of evergreen broad-leaved
trees along altitudinal gradient on Mount Emei, Shichuan,China.

Cindy Q.Tang & 大沢雅彦

･地形に対応した常緑広葉樹林の階層構造とその形成過程(Structural and
developmental process of stratification of evergreen broad-leaved forest
along topographical gradients in Yakushima, southern Japan.)

朱宮丈晴, 大沢雅彦

･亜熱帯･暖温帯常緑広葉樹林地域の放棄耕作地における初期二次遷移
の地理的比較(Latitudinal comparison of old-field successional pattern in
subtropical/warm-temperate evergreen broad-leaved forest region.)

大塚俊之

43 ﾔｸｼﾏｻﾞﾙ垂直分布調査報告(1993~1997年) ﾔｸｻﾞﾙ調査隊 代表者 好廣眞一
44 無葉緑植物ﾀｶﾂﾙﾗﾝの棲息場所と棲息状況(植物分類,地理 45(2):131-138

(1994))
馬田英隆, 金谷整一, 森健

45 屋久島破沙岳周辺におけるﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳの分布様式(日本林学会誌 別冊 79
巻 3号:160-163 (1997))

金谷整一, 玉泉幸一郎, 伊藤哲,
齋籐明

46 第41回日本生態学会大会自由式ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ渓畔域の生態的構造と機能ｰ
森林と河川の相互作用ｰ(森林科学 第13号:60-67 (1995.2))

伊藤 哲

47 山地渓畔域の地表変動と撹乱体制 (河川･渓流域の森林動態)(日本生態学
会誌 (Japanese Journal of Ecology) 45:323-327 (1995))

伊藤 哲

48 地理的限界付近に生育するｽｷﾞの遺伝子構成
(CAN.J.FOR.RES.VOL.23:859-863 (1993))

津村義彦, 大庭喜八郎

49 ｽｷﾞ天然林における遺伝子変異と分布集団間の分化(Plant Species
Biol.9:191-199 (1994))

戸丸信弘, 津村義彦, 大庭喜八
郎

50 屋久島の天然ｽｷﾞ林帯の樹齢構成と更新機構(The Botanical Magazine
Tokyo 100:223-241 (1987))

鈴木英治, 塚原 淳

51 屋久島生態系ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査報告書(平成9年3月) 熊本営林局
52 屋久島における森林施業の展開過程と林相 ｰ地理情報ｼｽﾃﾑを活用した一

考察ｰ (日本林学会論文集 第108号 別刷 (1997))
野田巌, 松本光朗

53 1998年夏期ﾔｸｼﾏｻﾞﾙ調査報告 ﾔｸｻﾞﾙ調査隊 代表者 好廣眞一
54 寺山自然教育研究施設におけるﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳの種子散布(鹿児島大学教育学

部研究紀要 第49巻 別刷 H10.3.27発行)
金谷整一, 細山田三郎, 玉泉幸
一郎, 齋藤明

55 Matching of acoustic features during the vocal exchange of coocalls by
Japanese macaques (Anim. Behay.,1998,55,673-687)

杉浦秀樹

56 ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳの遺伝資源保全研究(林木の育種 No.188 別刷 (1998)) 金指あや子, 中島清, 河原孝行
57 ﾔﾏﾋﾞﾙの生態(Ⅳ) ｰ個体数増加および分布地域拡大の要因ｰ(日本林学会

論文集 第104号 別刷 (1993))
山中征夫, 山根明臣, 浅田正彦

58 房総半島におけるﾆﾎﾝｼﾞｶに対するﾔﾏﾋﾞﾙの寄生状況(千葉中央博自然誌
研究報告 3(2):217-221 (1995))

浅田正彦, 落合啓二, 山中征夫

59 ﾔﾏﾋﾞﾙの生活環(日本林学会論文集 第108号 別刷 (1997)) 山中征夫, 山根明臣
60 調査報告書  地域の伝統的風習を活かした国立公園管理のあり方 霧島屋久国立公園屋久島管理

官事務所
61 屋久島･文献等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(環境庁屋久島世界遺産ｾﾝﾀｰ編)      〃
62 ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑの立地に関する経済学的研究(平成8年度~平成9年度科学研

究費補助金基盤研究(C)(2)研究成果報告書)
岩井吉彌(研究代表者)

63 屋久島の中学･高校生の生活意識と｢環境の島｣への対応 ｰｱﾝｹｰﾄ調査
(1996年1月)よりｰ

寺田康久

64 ﾔｸｻﾞﾙの垂直分布は冬とその他の季節でどう違うか(龍谷紀要 第17巻 第1
号(1995年8月)抜刷)

好廣眞一
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№ 報告書名 報告者氏名（機関）
65 上部域のﾔｸｻﾞﾙ -屋久島の冬-(ﾓﾝｷｰ197･198･199) 好廣眞一
66 屋久島東部ﾔｸｽｷﾞ林帯におけるﾔｸｼﾏｻﾞﾙの分布と糞分析による食性の調

査(霊長類研究 Primate Res.14:189-199,1998)
好廣眞一, 大竹勝, 座馬耕一郎,
半谷吾郎, 松原始, 谷村寧昭, 久
保律子, 松嶋可奈, 早川祥子, 小
島孝敏, 平野晃史, 高畑由起夫

67 屋久島の固定試験地におけるｽｷﾞ天然林の林分構造･動態解析(平成5年
度科学研究費補助金(一般研究B)研究成果報告書)

吉田茂二郎(研究代表者)

68 屋久島の固定試験地におけるｽｷﾞ天然林の構造と成長について(日林誌
72(2)'90)

吉田茂二郎, 今永正明

69 屋久島の森林施業に関する研究(Ⅲ)-ｽｷﾞ天然生林に対する照査法による
森林施業のための固定試験地の設定-(97回日林論1986)

今永正明, 吉田茂二郎

70 屋久島におけるｽｷﾞ天然林施業に関する基礎的研究 今永正明, 吉田茂二郎
71 屋久ｽｷﾞ天然生林における種の平面･空間分布について(鹿大農学術報告

第35号,p.9-19,1985)
吉田茂二郎･岸川芳久

72 宇宙から見た屋久島 田中總太郎
73-1 3樹種(ｸﾛﾏﾂ,ﾋﾒｺﾏﾂ,ｽﾄﾛｰﾌﾞﾏﾂ)を台木として用いたときのﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳのつぎ

木活着率と成長量の違い(日林論109 1998)
千吉良治

73-2 K13 ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳの現地内･外における遺伝的資源保存技術に関する研究 千吉良治
74 屋久島実習調査報告書(平成6年度自然環境野外実習Ⅰ) 平成6年度筑波大学大学院環境

科学研究科屋久島実習ｸﾞﾙｰﾌﾟ
75 屋久島の観光と登山に関するｱﾝｹｰﾄ調査結果(中間報告) 松下幸司
76 屋久島･安房林道において餌付いたｻﾙの社会構成と繁殖状態野生動物保

護に必要な観光客に対する指導と道路管理(霊長類研究 Primate Res
揚妻直樹

77 Supra-Annual Variation in the Influence of Myrica rubra Fruit on the
Behavior of a Troop of Japanese Macques in Yakushima (American Journal
of Primatology35:241-250(1995))

DAVID A.HILL, NAOKI
AGETSUMA

78 The Effects of a typhoon on Japanese warm temperate rain forests. P.J.Bellingham, T.Kohyama,
79 屋久島における森林施業の展開過程と林相-地理情報ｼｽﾃﾑを活用した一

考察-(日林論108 1997)
野田巌, 松本光朗

80 屋久島実習調査報告書(1996年) 東洋工学専門学校建築ｴｺﾛｼﾞｰ
81 屋久島実習調査報告書(平成7年度自然環境野外実習Ⅰ) 平成7年度筑波大学大学院環境

科学研究科屋久島実習ｸﾞﾙｰﾌﾟ
82 希少森林植物の生存環境の解明およびｼﾞｰﾝﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨの評価と保全法の

確立(平成6年度科学研究費補助金(総合研究A)研究成果報告書)
齋藤明(研究代表者)

･ﾔﾂｶﾞﾀｹﾄｳﾋの生育環境特性 谷本丈夫, 杉田久志
･希少森林植物の生存環境の解明およびｼﾞｰﾝﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨの評価と保全法の 栄花茂
･紀伊半島山地部におけるﾄｶﾞｻﾜﾗの現況と保全について 内村悦三
･ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳの分布特性 金谷整一, 齋藤明, 玉泉幸一郎,

伊藤哲
･屋久島破沙岳周辺におけるﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳ(Pinus armandii Franch.
var.amaniana Hatsushima)の実生の成立環境 -林冠のｷﾞｬｯﾌﾟ率と実生の生

伊藤哲, 金谷整一, 玉泉幸一郎

･地表変動に伴う森林群集の攪乱様式と更新機構 伊藤哲, 中村太士
･ﾄｳﾋ属植物の分類と遺伝的変異の評価 白石進, 高田克彦
･ﾔﾁｶﾝﾊﾞ(Betula tatewakiana)冬芽の培養による植物体再生と大量増殖法 井出雄二
･ｻｸﾗﾊﾞﾊﾝﾉｷ(Alnus trabeculosa)の組織培養による増殖の試み 井出雄二,近藤晃

83 1999年夏期ﾔｸｼﾏｻﾞﾙ調査報告 99ﾔｸｻﾞﾙ調査隊
84 屋久島におけるﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ価値の算出と評価 柴崎茂光
85 ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ地域として屋久島大気中微量揮発性有機化合物の存在 古賀実･花田喜文･永渕修
86 Global Warming:The Potential Impact on Japan 大沢雅彦
87 わが国の失われつつある土壌の保全をめざして～ﾚｯﾄﾞ･ﾃﾞｰﾀ土壌の保全～ 田村憲司
88 渓流沿い植物における適応的な細葉の解析:その解剖学的および遺伝学的 中谷正樹
89 The Distribution of Wild Yakushima Macaque(Macaca fuscata yakui)Troops

around the Coast of Yakushima Island,Japan
Shinichi YOSHIHIRO外19名

90 OBLIQUE DIAPIRISM OF YAKUSHIMA GRANITE IN THE RYUKYU ARC, Ryo ANMA
91 EXPERIMENTAL PLTON SHAPES AND TRACKS ABOVE SUBDUCTION Ryo Anma and Dimitrios
92 COMPOSITIONAL ZONING AND ITS IMPLICATION IN A TOROIDAL

CIRCULATION INSIDE THE YAKUSHIMA PLUTON,SW JAPAN
Ryo ANMA, Yoshinobu
KAWANO and Masaki YUHARA

93 Vertical Distribution of Yakushima Macaques (Macaca fusucata yakui) in
the Western Area of Yakushima Island, Japan

S.Yoshihiro 他13名

94 屋久島 樹氷､雪に含まれるｲｵﾝ濃度及びpH,EC外(解析途中) 永渕修
95 屋久島生態系ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査報告書(平成10年3月) 熊本営林局
96 屋久島の自然地域における保護と利用のあり方調査報告書 環境庁自然保護局･九州地区国

立公園･野生生物事務所
97 森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの活動と機能に関する研究 枚田邦宏
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№ 報告書名 報告者氏名（機関）
98 国有林野における森林ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの現状 -ﾔｸｽｷﾞﾗﾝﾄﾞ利用者の意向- 馬場裕典
99 ﾔｸｽｷﾞﾗﾝﾄﾞにおける森林ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ(1) -利用者の意向- 馬場裕典･吉良今朝芳･松下幸

100 芦生演習林の一般入林者の利用状況 枚田邦宏･大畠誠一･山中典和･
中島皇･柴田正喜

101 森林ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝに関する研究(Ⅱ) -鹿児島県栗野町住民ｱﾝｹｰﾄ調査- 馬場裕典･吉良今朝芳･池田美
102 釧路湿原国立公園の観光利用について ｰ標茶町を事例にしてｰ 枚田邦宏
103 森林組合による間伐促進に関する研究 -熊本県小国町森林組合を事例に 枚田邦宏
104 芦生演習林利用者の実態と意識について 枚田邦宏･大畠誠一･山中典和･

中島皇
105 屋久島の森林の地上部現存量と純一次生産速度 相場慎一郎･甲山隆司
106 Variation in Intergroup Encounters in Two Populations of Japanese 杉浦秀樹
107 屋久島花崗岩体の貫入機構について 安間 了
108 2000年度夏期ﾔｸｼﾏｻﾞﾙ調査報告 半谷吾郎
109 地球温暖化が土壌生態系に与える影響 田村憲司
110 ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳのﾏﾂﾉｻﾞｲｾﾝﾁｭｳ接種結果 戸田忠雄･千吉良 治･久保田

権･中島 勇夫
111 ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞで知る私たちの地球 -屋久島の森林･屋久島の雨 宇宙からそ

の謎を解く-
小牧勇蔵

112 ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳの保護をめざす生体木調査 手塚賢至
113 2000年度 屋久島蘚苔類相調査 報告書 出口博則･山口富美夫
114 屋久島における大陸起源汚染物質の飛来と樹木衰退の現状 永淵 修
115 屋久島研修の記録 (2001年8月) 枚田邦宏
116 平成14(2001)年度 保護林調査報告書 出口博則
117 屋久島白谷雲水峡における昆虫相の調査報告 岡留恒丸･山岸健三
118 2002年夏期ﾔｸｼﾏｻﾞﾙ調査報告 2002ﾔｸｻﾞﾙ調査隊
119 屋久島のｾﾐ調査 調査報告 環境省屋久島世界遺産ｾﾝﾀｰ
120 Troop Extinction and Female Fusion in Wild Japanese Macaques in

Yakusima
Hideki Sugiura,Naoki
Agetuma,and Shigeru Suzuki

121 Varietion in Intergroup Encounters in Two Populations of Japanese Hideki Sugiura 他7名
122 渓流河川水質への森林機能の影響 永淵修･柿本大典･海老瀬潜一･

浮田正夫
123 屋久島西部渓流河川の水質形成に及ぼす酸性降下物の影響 永淵修･阿久根卓･吉村和久･久

米篤･海老瀬潜一･手塚賢至
124 ﾔｸｼﾏｻﾞﾙ(Macasa fuscata yakui)における糞を用いた齢ｸﾗｽ推 定とﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘ

ｱDNA変異の分析
早石周平･川本芳

125 Runoff of acidic substances that originated fromatmospheric deposition
Yakushima Island, a world natural heritage site.

O.Nagafuchi 他4名

126 種子島におけるヤクタネゴヨウの新群生地の発見 金谷整一、池亀寛治、手塚賢
至、寺川眞理、湯本貴和

127 Population density and group composition of Japanese sike deer (Ceruns
nippon yakushimae) in an evergreen broad-leaved forest in Yakushima,
southern Japan

Naoki AGETSUMA, Hideki
SUGAYA, David A. HILL,
Yoshimi AGETSUMA-
YANAGIHARA, Toshiaki

128 Environmental determinants of the altitudinal varitudinal in relative group
densities of Japanese macaques on Yakushima

Goro HANYA, Sinichi
YOSHIHIRO, Koichiro ZAMMA,
Hajime MATSUBARA, Masaru
OHTAKE, Ritsuko KUBO,
Naohiko NAMA, Naoki
AGETSUMA and Yukio

129 Moss mortaliy of Japanese macaques in a western coastal forest of
yakushima

Goro HANYA, Miki
MATSUBARA, Hideki SUGIURA,
Sachiko HAYAKUWA, Shunji
GOTO, Toshiaki TANAKA,
Joseph SOLTIS, and Naohiko

130 SSH体験研修（屋久島・種子島研修）報告書 大分舞鶴高校
131 野生ニホンザルの毛づくろい前の音声から会話の起源を考える 神戸学院大学院　人間科学研

究科　菅谷和沙
132 2007年夏期ヤクシマザル調査報告 2007ヤクザル調査隊
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Ⅴ　保全センターの関連行事

            No,1

月　 日 　項　目 　場　所 　主催者等

4.14～1６

(月～水) 静岡県県議会視察対応 白谷雲水峡・ﾔｸｽｷﾞﾗﾝﾄﾞ
屋久島森林環境保全セン

ター

4.16(水) 山岳部利用対策協議会担当者会
屋久島環境文化村セン

ター
山岳部利用対策協議会

4.22(火) 山岳部利用対策協議会担当者会
屋久島環境文化村セン

ター
山岳部利用対策協議会

6.14(日) セルロース学会西部支部視察 縄文杉
屋久島森林環境保全セン

ター

5.13(火) 酸性雨勉強会 自然遺産センター 環境省

5.15(木) 第５回自動車利用適正化検討部会
屋久島町安房総合セン

ター

自動車利用適正化検討部

会

5.23(金) 白谷雲水峡勉強会 白谷雲水峡
屋久島レクリェーション

の森保護管理協議会

5.26(火) 山岳部利用対策協議会担当者会
屋久島環境文化村セン

ター
山岳部利用対策協議会

6.11(火) 縄文杉樹勢回復調査 縄文杉
屋久島森林環境保全セン

ター

6.25(水)
第１回皆既日食屋久島町対策協議会環境

部会
屋久島町役場

皆既日食屋久島町対策協

議会

6.27(金) 第１回屋久島山岳部利用対策協議会
屋久島環境文化村セン

ター

屋久島山岳部利用対策協

議会

7.2(水)
第２回皆既日食屋久島町対策協議会環境

部会
屋久島町役場

皆既日食屋久島町対策協

議会

7.2(水) 屋久島環境学習ネットワーク会議
屋久島環境文化村セン

ター
屋久島文化村センター

7.11(金) 屋久島高校　携帯トイレ試行登山 宮之浦岳登山コース
屋久島高校、屋久島森林

環境保全センター

7.14(月) 山岳部利用対策協議会担当者会
屋久島環境文化村セン

ター
山岳部利用対策協議会

7.31(木) 屋久島ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの森保護管理協議会総会
屋久島町安房総合セン

ター

屋久島自然休養林保護管

理協議会

8.27(水) アサヒビール調印式(レク森サポーター) 屋久島町役場

屋久島町

屋久島自然休養林保護管

理協議会

9.3(水) 山岳部利用対策協議会担当者会 屋久島環境文化村ｾﾝﾀｰ 山岳部利用対策協議会

9.5(金)
第３回皆既日食屋久島町対策協議会環境

部会
屋久島町役場

皆既日食屋久島町対策協

議会

9.9(火) 第２回屋久島山岳部利用対策協議会
屋久島町安房総合セン

ター

屋久島山岳部利用対策協

議会

-58-



            No,２

月　日 　項　目 　場　所 　主催者

9.19(金)
屋久島ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの森保護管理協議会幹事

会

屋久島町安房総合セン

ター

屋久島自然休養林保護管

理協議会

 9.26(金)
縄文杉周辺植生回復措置検討委員会

（バッファゾーン整備事業）

屋久島森林環境保全セン

ター

屋久島森林環境保全セン

ター

10.4(金) アサヒビールグループボランティア 白谷雲水峡
アサヒビール、屋久島自

然休養林保護管理協議会

10.9(木)
第４回皆既日食屋久島町対策協議会環境

部会
屋久島町役場

皆既日食屋久島町対策協

議会

10.10
(金) 第６回自動車利用適正化検討部会

屋久島町安房総合セン

ター

自動車利用適正化検討部

会

10.15
(火) 世界遺産地域連絡協議会幹事会 鹿児島市

屋久島世界遺産地域連絡

協議会

11.4(木) 第７回自動車利用適正化検討部会
屋久島町安房総合セン

ター

自動車利用適正化検討部

会

11.9（日） ｢九州森林の日｣ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳ保全ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳ見本林･採種林

（鍋山国有林110林班)
ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳ調査隊

屋久島森林環境保全ｾﾝﾀｰ

11.10(月) 山岳部利用対策協議会担当者会 屋久島環境文化村ｾﾝﾀｰ 山岳部利用対策協議会

11.10～

11(月･火) 徳島県視察対応 ヤクスギランドほか 徳島県

11.13（木）
縄文杉周辺植生回復措置検討委員会

（バッファゾーン整備事業）
日本森林技術協会

11.13～

14(木･金) 鹿児島県県議会視察対応 ヤクスギランドほか 鹿児島県議会

11.20（木） 第３回山岳部利用対策協議会担当者会
屋久島環境文化村セン

ター
山岳部利用対策協議会

11.28
(金) 龍神杉清掃ボランティア 龍神杉歩道

屋久島観光協会、ガイ

ド、屋久島町

 12.3(月) 世界遺産地域連絡協議会幹事会 鹿児島市
屋久島世界遺産地域連絡

協議会

12.5（金） 第８回自動車利用適正化検討部会
屋久島町安房総合セン

ター

自動車利用適正化検討部

会

12.15（月） 白谷雲水峡ボランティア 白谷雲水峡

ガイド、レンタカー協

会、屋久島自然休養林保

護管理協議会

12.18
(木) 2008年度ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳ保全対策連絡協議会 西之表市(市民会館) ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳ保全対策連絡協

議会

12.20
(土) 世界自然遺産登録15周年記念シンポジウム

屋久島町安房総合セン

ター
環境省,林野庁、県、町

12.25
(月) 第９回自動車利用適正化検討部会

屋久島町安房総合セン

ター

自動車利用適正化検討部

会
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            No,３

月　日 　項　目 　場　所 　主催者　

1.8(木) 屋久島世界遺産地域連絡協議会 鹿児島市
屋久島世界遺産地域連絡

協議会

1.26(月) 第10回自動車利用適正化検討部会
屋久島町安房総合セン

ター

自動車利用適正化検討部

会

1.30（木） 第1回山岳部トイレのあり方に関するＰＴ 屋久島環境文化村ｾﾝﾀｰ 山岳部利用対策協議会

2.2（月） 第4回山岳部利用対策協議会 熊毛支庁屋久島事務所 山岳部利用対策協議会

2.12（火) 屋久島世界遺産等調査研究地域連絡会議 屋久島世界遺産センター 環境省

2.16（月）
第２回山岳部トイレのあり方に関するＰ

Ｔ
屋久島環境文化村ｾﾝﾀｰ 山岳部利用対策協議会

2.23(月)
屋久島ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの森保護管理協議会幹事

会

屋久島町安房総合セン

ター

屋久島自然休養林保護管

理協議会

2.28
(土)

保護林シンポジウム｢縄文杉からのメッ

セージ｣
屋久島環境文化村ｾﾝﾀｰ

九州森林管理局

屋久島森林管理署

3.4(水)
屋久島ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの森保護管理協議会臨時

総会

屋久島町安房総合セン

ター

屋久島自然休養林保護管

理協議会

3.17(火) 第５回山岳部利用対策協議会 熊毛支庁屋久島事務所 山岳部利用対策協議会

3.25(水)
屋久島地区エコツーリズム推進協議会総

会
屋久島町役場

屋久島地区エコツーリズ

ム推進協議会
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