
　　　　　　　（一財）日本森林林業振興会秋田支部・青森支部

　　　　　　　東北森林管理局林政記者クラブ

（２日目）平成３０年１月３１日（水）　８：５０～１５：２５

　　　会　場

　　　　秋田アトリオン　秋田市中通２－３－８

　　　後　援　青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

　　　　　　　（一社）日本森林技術協会

平成２９年度 森林・林業技術交流発表会プログラム

　　　日　時

（１日目）平成３０年１月３０日（火）１０：１５～１７：１５

　　　　受付場所：４階　ロビー

　　　主　催　林野庁東北森林管理局

　　　　会　　場：４階　音楽ホール

林野庁東北森林管理局 

ミズバショウ 



１日目（１月３０日火曜日） 　　　　　　　※発表部門　　技：森林技術、　ふ：森林ふれあい、　保：森林保全、　高：高等学校

発表

番号 時　　間 部門 所　　属 職　　名 氏　　名

１０：１５～１０：３５ 【　開　会　】

１０：３５～１０：４５ 【　休　憩　】

1 １０：４５～１１：００ 技 ヒバコンテナ苗による植栽試験 森林技術・支援センター 森林技術専門官 増田　悠介

2 １１：００～１１：１５ 技
伐・造一貫作業システムへの各事業体の取
組と今後の展望

秋田森林管理署
業務グループ
治山グループ

齊藤　　司
山田　大智

3 １１：１５～１１：３０ 高
漆黒の埋もれ木でナラ枯れ被害を防げ！！
～広葉樹材の利用促進を目標とした商品開
発に関する研究～

秋田県立秋田北鷹高等学校 緑地環境科３年
相澤　拓杜
近藤　伸亮
小田原 空大

4 １１：３０～１１：４５ ふ
国有林と地域との新たな関わり方について
の一考察　～花巻市における山間地域に眠
る歴史を事例に～

岩手南部森林管理署 森林官 髙城　　允

5 １１：４５～１２：００ 高 鹿肉の燻製利用 岩手県立盛岡農業高等学校 環境科学科２年
三上　　愛

川村　美紗妃

１２：００～１３：００ 【　昼　休　み　】

6 １３：００～１３：１５ 技
平蔵沢ヒバ人工林における天然更新による
施業方法の一考察

盛岡森林管理署 業務グループ 瀬ヶ沼 恵佑

7 １３：１５～１３：３０ ふ
林研グループとの連携による地域林業の振
興について

山形県庄内総合支庁 林業普及指導員 荘司　和也

8 １３：３０～１３：４５ 保
最上管内におけるツキノワグマによるスギ
剥皮被害の調査

山形県立農林大学校 林業経営学科２学年 菅原　涼子

9 １３：４５～１４：００ 技
初心者でも正しく研げる笹刈刃目立て器の
考案について

林材業災害防止協会秋田県支
部

緑の雇用現場技能者育
成安全監督指導員

成田　　満

10 １４：００～１４：１５ 保
朝日山地の登山道周辺の植生回復のための
新たな技術の検討

山形大学 大学院修士１年 田中　元久

１４：１５～１４：２０ 【　休　憩　】

11 １４：２０～１４：３５ 技
松くい虫被害調査における従来踏査とド
ローン調査の比較

米代西部森林管理署 森林官補 野村　祐紀

12 １４：３５～１４：５０ 技
５年毎の定期調査からみえた知床国有林
１９８７年択伐林分の３０年間の推移

山形大学 農学部４年 小野 美乃里

13 １４：５０～１５：０５ ふ 気仙沼地域における自伐型林業の取組 宮城県気仙沼地方振興事務所 技師 齋藤　高大

14 １５：０５～１５：２０ 高 国際森林認証ＦＳＣ取得への挑戦
青森県立五所川原農林高等学
校

森林科学科２年
木村　涼介
三上　隆聖

平成２９年度森林・林業技術交流発表会プログラム

菊池 俊一　　平山 修二　　松本 史也

堀籠 健人

小林 涼太　　若松 政崇

田村 俊輔　　佐々木 大輔　　藤田 太陽
照井 美紀

松尾　 亨

古澤 優佳（山形県森林研究研修ｾﾝﾀｰ）
千葉　 翔（山形県森林研究研修ｾﾝﾀｰ）

藤野 大河　　田下 直人

発　　　表
発　表　課　題　名

発　　　　　表　　　　　者

共　同　研　究　者

佐藤　衛（秋田県山本地域振興局）

菊池 俊一

土井 基暉　　盛 恭一郎
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15 １５：２０～１５：３５ 保
排水トンネル工事中に確認された破断面に
ついて　～現場から学んだ一考察～

山形森林管理署最上支署 治山グループ 佐々木　尚

１５：３５～１５：４５ 【　休　憩　】

16 １５：４５～１６：００ 技
一貫作業システムにおける地拵の有無によ
る作業功程の違いについて

仙台森林管理署 業務グループ 山﨑　彬弘

17 １６：００～１６：１５ 技
ワラビを活用した下刈りコスト低減及びワ
ラビ栽培に向けた取組

青森県西北地域県民局 主幹 三上　真希

18 １６：１５～１６：３０ 高
森林資源を活用して
～新たなキノコの栽培方法の開発～

山形県立村山産業高等学校 農業環境科２年
齋藤 みずき
西尾　真琴

19 １６：３０～１６：４５ 技
アカマツ林皆伐後一年目における林床木本
の更新状況：林床型の違いに着目して

岩手大学 技術職員 菅原　大輔

20 １６：４５～１７：００ ふ
「ウッドファーストな雄勝」の取組につい
て～身近な暮らしで木のぬくもりを～

秋田県雄勝地域振興局 副主幹 春日　勝年

21 １７：００～１７：１５ ふ
ヤングフォレスター７始動
～若い力で考える地域林業活性化～

米代東部森林管理署

大館市

総務グループ
業務グループ
主事

大水　香澄
大野 由芙子
千葉　泰生

１８：００～２０：００ 【　意　見　交　換　会　】

２日目（１月３１日水曜日）

発表

番号 時　　間 部門 所　　属 職　　名 氏　　名

22 　８：５０～　９：０５ 技
GPSを活用した貸付業務処理のための簡易
なエクセルシートの開発について

青森森林管理署 宮田森林事務所 木村　淳司

23 　９：０５～　９：２０ 技
多様な森づくりの推進に向けた施業方法の
検討について

東北森林管理局計画課 企画係 山田　南美

24 　９：２０～　９：３５ 技
観光地での環境に配慮した工法による治山
工事について

三八上北森林管理署 治山グループ 外柳　剣太

25 　９：３５～　９：５０ 保
市民団体と連携した植生回復の取組
～吾妻山周辺森林生態系保護地域における
一考察～

置賜森林管理署
業務グループ
総務グループ

安樂　英明
佐藤　友紀

26 　９：５０～１０：０５ 技
自己間引き力を活かせ
～群状植栽の新たなる可能性～

庄内森林管理署 森林官 木村　研士

27 １０：０５～１０：２０ ふ
東日本大震災津波からの林野海岸施設等の
復旧について

岩手県県北広域振興局 主査 松田　佳規

１０：２０～１０：３０ 【　休　憩　】

小笠原 健斗

山田 悠貴　　武藤 哲平

日食 春菜　　細谷 桃香

発　　　表
発　表　課　題　名

発　　　　　表　　　　　者

共　同　研　究　者

ヤングフォレスター７（米代東部森林管理
署・北秋田地域振興局・鹿角地域振興局・
北秋田市・大館市・鹿角市・小坂町）

國﨑 貴嗣　　濱道 寿幸　　麻生 臣太郎
齋藤　 誠　　山本 信次

西周 真宏（津軽森林管理署）

迫脇 将季　　高橋 昌紀

佐藤 智之　　藤井 裕樹　　本田 康敬
大山 可将
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28 １０：３０～１０：４５ 技
故きを温ね新しきを測る
植栽後３３年経過したブナ人工林の生育状
況

由利森林管理署 業務グループ 沼田　一輝

29 １０：４５～１１：００ 技 越材の虫害を軽減する椪積み方法について 津軽森林管理署金木支署 業務グループ 村野　宏樹

30 １１：００～１１：１５ 技
雑草群落の種組成の違いに応じた下刈省略
方針の検討のための初期造林地植生の把握

米代東部森林管理署 業務グループ 井内　寛裕

31 １１：１５～１１：３０ 技
特定流域総合治山事業の取組について
～山形県西川町大井沢地区の事例と考察～

山形森林管理署 地域技術官 小渡　　太

32 １１：３０～１１：４５ 保
市街地付近でのツキノワグマの出没状況
～秋田市外旭川地域住民への影響～

秋田県立大学 大学院修士１年 宮﨑　博之

33 １１：４５～１２：００ 技
「青森ヒバ林復元プロジェクト」への取組
について（第１報）

青森森林管理署
津軽森林管理署金木支署
下北森林管理署

森林官補
業務グループ
森林官補

藤田　裕史
伊達　義人
粟野　雄大

１２：００～１３：００ 【　昼　休　み　】

■ 特別発表

所　　属 職　　名 氏　　名

１３：００～１３：３０

国立研究開発法人 森林研究・
整備機構 森林総合研究所 林木
育種センター 東北育種場
育種課育種研究室

主任研究員 那須　仁弥

１３：３０～１４：００

国立研究開発法人 森林研究・
整備機構 森林総合研究所東北
支所
野生鳥獣類管理担当チーム

チーム長 高橋　裕史

■ 特別講演

所　　属 職　　名 氏　　名

１４：００～１５：００
一般社団法人 日本森林技術協
会
事業部林業経営グループ

技師 田中　一生

● 講　　評　１５：００～１５：２０

● 審査結果　１５：２０～１５：２５

● 閉　　会　１５：２５

正確な森林資源情報把握のための実用的な
ＵＡＶ利用の提案

講　　　　　演　　　　　者
時　　間 特別講演

木村　 翔

時　　間 特別発表
講　　　　　演　　　　　者

東北におけるカラマツエリートツリー選抜と特定
母樹の普及

ニホンジカの過増加とその影響

星崎 和彦

吉田 有作

高橋 友和

櫻井 忠孝（山形県村山総合支庁）
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