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　　森林技術部門①（3課題） 9:30 ～10:15
　　森林保全・ふれあい部門（4課題） 10:30 ～11:30

　　高校部門（2課題） 11:45 ～12:15
　　森林技術部門②（9課題） 13:15 ～16:00

10:30～  ①

檜山森林管理署　　　村野　宏樹

10:45～  ②

十勝西部森林管理署　　佐々木　賢治， 浅野　仁　　　　株式会社 共立測量設計　　増谷　浩一

日高南部森林管理署　　小川　洋平　　　　国土防災技術北海道 株式会社　　平元　万晶

09:45～  ②

北見工業大学工学部　　　古矢　達也

10:00～  ③

【森林技術部門 ①】

09:30～  ① UAVを活用した山地災害調査の効率化に向けた取組
　～渓間工調査設計を事例として～

　令和 3年 2月16日（火）

国有林治山事業での測量において、UAVおよび地上レーザスキャナー機器の活用方法や特徴を把握し、地形の
3次元モデルを構築する有効性や活用性を考察する。

上川中部森林管理署　　　山口　恭平， 藤井　寿夫， 若﨑　民雄

11:00～  ③

軟弱な地盤上に作設する屋根型林道に対して、不織布やジオシンセティックス補強材の一つであるジオセルを部
分的に適用して施工性や走行性を検討し、雨裂やわだちぼれに対する抑制効果についても検討した。

令和元年度に植栽したカラマツ苗木の先端が欠損していることを確認した。野兎の食害であると思われるが、被
害面積が大きく、植栽木の大部分に被害が及んでいることから、今後の取り扱いについて考察した。

砂坂海岸林は、濫伐により砂漠化した地に造成されたクロマツ防災林である。復活した海岸林に希少種を含む多
様な生物が生息することを蝶を一例に報告し、その要因及び今後の展開について考察する。

外国樹種見本林を都市公園として充実させるためには、利用者ニーズを把握して、より魅力ある見本林を目指す
必要がある。そのためにも、昨今の状況を鑑みながら、間接的な指標を検討・評価して、今後の整備に役立てる。

休憩 （10:15～10:30）

【森林保全・ふれあい部門】

令和２年度　北の国・森林づくり技術交流発表会 （１日目）

治山事業におけるUAV、地上レーザ計測から取得した3次元データの活用

ジオセルを用いた屋根型林道の路盤補強に関する検討

野兎被害地における今後の取り扱いの考察

甦った緑「砂坂海岸林」における生物多様性について

都市公園としての外国樹種見本林を考える(第1報)
　～市民に親しまれる憩いの場を目指して～

大規模災害等において効率的に被災状況の把握及び復旧計画を行うための手法としてUAVの活用が期待され
ている。上川郡清水町国有林の荒廃渓流において実施したUAV災害調査の検討結果を報告する。

後志森林管理署　　　今井　悟
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休憩 （14:00～14:15）

北海道旭川農業高等学校　　　市川　諒， 望月　康孝

13:15～  ④

上川北部森林管理署　　　佐藤　光弘， 中西　亮太

13:30～  ⑤

10年前から始めた木育活動の一環で開発を始めたスロープトイについて、このコロナ禍だからこそできることとし
て、新たな作品を開発し様々な方法で広く公開することで、森林や木の良さを伝えようと活動している。

11:15～  ④

北海道旭川農業高等学校　　　井上　航， 木村　咲人

11:45～  ①

北海道帯広農業高等学校　　　山久保　琢人， 金山　幸愛， 小野田　瑞希

12:00～  ②

休憩 （11:30～11:45）

【高校部門】

昼食休憩 （12:15～13:15）

【森林技術部門 ②】

アクセシブルデザインスロープトイの開発と公開　パート２

トドマツアロマオイルの抽出と活用に関する研究
 ～香りから広がる林業のみらい～

カラマツ人工林施業を学ぶ

GNSSを活用した測量簡素化の検証

ドローンを活用した層積検知の簡素化の可能性について

3Dマッピング装置等を活用した林地調査に関する検討

道内人工林で最大面積を誇るトドマツを有効活用したいと、伐採や枝打ち後の枝葉を有効活用する研究に取り
組んできました。簡易式の蒸留装置と木材を加工したもので、芳香剤としての利用を目指しました。

十勝を代表する造林樹種であるカラマツ林の造成について、苗畑、学校林に加え、帯広市市有林をはじめとする
地域のカラマツ林での調査や実習を通じて学習してきたことを報告する。

GNSS測量の効率的な運用とコンパス測量との精度比較の検証、併せて、現在の規程では認められていない小
面積箇所においての測定精度比較を行い、GNSSを活用した簡素化の可能性について考察する。

ドローン画像データをオルソ化することにより、物体の高さや長さを計測出来る機能を利用し、検知業務の簡素化
及び検査の省略や請負経費の縮減に繋がる取組の成果について発表する。

ドローン等の空中撮影だけでは情報収集が困難な広葉樹林に対して3Dマッピング装置等を活用し、立木の樹高
や胸高直径、枝下通直性等の把握を目的とした立体マップの作成方法に関して検討した。

檜山森林管理署　　　妻鳥　洋年

北見工業大学工学部　　　館林　雅治

13:45～  ⑥
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十勝西部森林管理署　　　小野　代補， 三ッ山 永一， 竹部　修二

根釧西部森林管理署　　　繁田　直樹， 林田　昌己

15:15～  ⑩

造林作業の省力化・低コスト化実証事業の見える化の実施

用途に応じたコンテナ苗の育成

管内の造林地では主伐期を迎え、造林面積は増加する一方、担い手不足が深刻化している。そこで、造林作業の
省力化と低コスト化を目的として実証事業を実施し、事業の見える化を行ったので報告する。

植栽後持続生長を続けるよう緩効性肥料を使用、育苗期間短縮、育苗経費削減、地拵・下刈省略による経費の
削減を目的に、用途に応じた早生樹で耐鼠性のグイマツ雑種F１コンテナ苗の育苗研究を行った。

紋別地区種苗協議会　　　遠藤　貞　　　　北振種苗有限会社　　　尾田　晴萌， 尾田　啓樹

休憩 （15:00～15:15）

15:30～  ⑪

15:45～  ⑫

渡島森林管理署　　　窪田　啓子， 平　恵司

14:15～  ⑦

十勝東部森林管理署　　　水谷　天哉， 原田　憲佑， 浅野　誠一郎

14:30～  ⑧

パイロットフォレストにおける齢級構成平準化と超長伐期施業の検討について

森林調査業務の簡素化について～全天球カメラの活用～

フリーソフトQGISを利用した図面作成の効率化及び精度向上を目指した利用普及の取組
～QGIS操作指導者の育成とともに発注者・受注者における業務改善の可能性～

「アカエゾマツ人工林の間伐モデル林」の成長経過について

森林調査業務において全天球カメラは現場に携行しやすいツールであり、その活用方法としてha当たりの立木本
数や平均胸高直径等を簡易的に把握する方法について検討した。

受注者の図面作成業務の効率化及び精度向上を目指した「受注者向けQGIS講習会」の取組と受注者から発
注者への図面データの共有がもたらす発注者業務の効率化に繋げる取組について発表する。

地域に適合した施業体系や仕立て方の実証を行うため、士別市有林（28年生時）に本数密度が異なる試験区
を4区設定した。設定後25年が経過し、林分の成長調査を実施したので報告する。

パイロットフォレストは現在、8割以上が12・13齢級であり、今後も公益的機能の持続的な発揮のため、主伐と植
栽による齢級構成の平準化を図るうえで超長伐期施業も考慮した現況調査と考察を行った。

北海道上川総合振興局北部森林室　　　小林　さよ子

14:45～  ⑨
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特別発表（4課題） 9:00 ～10:25
特別講演 10:35 ～11:35

③ 9:45～10:05

北海道のカラマツ人工林で近年、大規模な衰退枯死が発生した。本被害にはキクイムシのほか、なら
たけ病も関与していた。ここでは、UAVを用いた簡便な被害把握手法と現地調査の結果を報告する。

佐々木　達也

地方独立行政法人  北海道立総合研究機構

森林研究本部  林業試験場

近年、ITやロボット技術などの新技術を林業へ適用する動きが活発化している。また、過去のものに現
代の技術を用いて適用させる試みも行われている。現在研究・開発されている機械などを紹介する。

カラマツヤツバキクイムシ被害拡大抑制技術の開発

徳田　佐和子

国立研究開発法人  森林研究・整備機構

④ 10:05～10:25

特別講演  （10:35～11:35）

休憩 （10:25～10:35）

令和２年度　北の国・森林づくり技術交流発表会 （２日目）

休憩 （9:35～9:45）

【特別発表】

下刈省力化に向け取り組んだ高足刈の効果について
　　　谷村　亮
　　佐藤　太一

下刈作業は夏期の気象条件の厳しい中で刈払機を使用した人力作業が主体となっている。下刈作業
の省力化として取り組んだ、地際刈よりも簡素な手法「高足刈」の効果について紹介する。

グイマツ雑種F1優良4系統を1,000本/haと2,000本/haの2つの植栽密度で植栽した試験地にお
ける、10年次までの成長量の解析から得られた知見について紹介する。

森林総合研究所における林業機械の開発状況

森林総合研究所  北海道支所

 令和 3年 2月17日

　　 花岡　創
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  北海道育種場

グイマツ雑種F1優良系統の初期成長性について

北海道森林管理局  森林技術・支援センター

① 9:00～9:15

② 9:15～9:35
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　地域研究監 　嶋瀬 拓也

特別講演

 歴史から見通す
　 北海道林業・木材産業の将来方向

令和 3年 2月17日（水） 10:35～

国立研究開発法人 森林研究・整備機構
　　　　　　　　　　　森林総合研究所 北海道支所

［講演の概要］
木材産業の歴史に関する研究成果を手がかりに、北海道の林業・木材産業の将

来方向を見通します。さまざまな樹種の丸太が世界中からふんだんに輸入できた
時代、日本の木材産業はそれらの丸太を樹種ごとの性格の違いに応じてみごとに
使い分けていました。本当の意味での適材適所といえます。

ところが2000年代に入ると、国際的な木材需要の高まりなどのため、丸太輸
入は難しくなり、マーケットのあちこちにすきまが生じました。日本の木材産業
は国産材を使ってこのすきまを埋めようと、活発な動きをみせています。

しかしながら、北海道の木材産業はこの流れに十分に乗り切れていません。
地域の森林資源を有効に使っていくために、北海道の木材産業は何を作り、誰に
売っていけばいいのか、それにはどのような課題があるのかを考えます。

［略 歴］
1971年滋賀県生まれ。北海道大学農学部、慶應義塾
大学経済学部卒。博士（農学）。1996年森林総合研
究所採用後、2009年北海道支所、2018年林野庁を経
て2020年より現職。主な研究テーマは木材産業史。地域
間の産業発展の違いや産地変動の要因を経済学の視点
から読み解き、木材産業の現在と将来を見通します。

♪参考情報♬
嶋瀬氏の研究に興味をお持ちの方は、北海道林産技術普及協会の機関誌『ウッディエイジ』に

2018年4月から2019年3月まで掲載された連載「林業樹種雑感」をご覧ください。下記ホーム
ページにて無料で閲覧できます。（https://rinsan-fukyu.jp/woodyage）
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P03

森林づくりの喫緊の課題である低コスト再造林の手法を開発するため、天然力を活用した「表土戻し」地拵と施工性に優れた
コンテナ苗の低密度植栽を組み合わせた再造林を試行し、今後の管理計画について検討した。

令和２年度　北の国・森林づくり技術交流発表会 （ポスター発表）

低コスト再造林「表土戻し地拵とコンテナ苗低密度植栽」の試み

十勝西部森林管理署　　　小野　代補， 三ッ山　永一， 竹部　修二

紋別地区種苗協議会　　　遠藤　貞，　　　北振種苗有限会社　　　尾田　晴萌， 尾田　啓樹

北海道旭川農業高等学校  森林科学科  森林環境班　　　鈴木　大翔， 鎌田　荒太

用途に応じたコンテナ苗の育成

旭農版コンテナ苗の生産　～1粒播種までの道～

P01

植栽後持続生長を続けるよう緩効性肥料を使用、育苗期間短縮、育苗経費削減、地拵・下刈省略による経費の削減を目的
に、用途に応じた早生樹で耐鼠性のグイマツ雑種F1コンテナ苗の育苗研究を行った。

P02

苗床やセルトレイに播種し、発芽した稚樹をコンテナに移植する方法では技術が必要で、手間もかかる。コンテナに1粒だけ直
接播種する方法ができれば、時間やコストの削減につながるので、その方法を検討した。

P04

空知森林管理署北空知支署　　　谷本　直緒子， 秋葉　貫

十勝西部森林管理署東大雪支署　　　早川　夕子， 平門　由佳子， 大志万　菜々子

造林作業の省力化・低コスト化実証事業の見える化の実施

北海道旭川農業高等学校  森林科学科  森林循環班

造林作業の省力化 ～造林作業の機械化と省力化に向けた取組～

樹下植栽型複層林箇所における施業の検討について

管内の造林地では主伐期を迎え、造林面積は増加する一方、担い手不足が深刻化している。そこで、造林作業の省力化と低
コスト化を目的とし、実証事業を実施したので紹介すると共に、事業の見える化を行ったので報告する。

P05

造林作業を省力化するための「造林作業システム」の構築に向け、植栽樹種による成長量の比較と、クラッシャ地拵実行箇所
での苗木の生長量等の調査結果から、今後の下刈等省略及び機械化の取組について検討する。

P06

帯広ブロックには樹下植栽型の複層林箇所が多くみられる。そこで、現地に応じた施業を実施するため、作業の効率化や更新
方法等を検討した。

P07

ウダイカンバ主体の山火再生林を大径材生産の試験地として、昭和56年に密度調整の伐採を行った。その後、約40年が経
過したことから現在の状況を報告する。

P08

上川南部森林管理署　　　今野　智之， 佐藤　周平， 大井　諭史

ウダイカンバ主体の大径材生産試験地の現況

森林は、木材生産だけでなく、水源涵養、生物保護など多くの機能を有している。そこで本専攻班では水源涵養機能に着目
し、森林流域からの流出水の水質調査をし森林が水環境にどのような影響を与えるか検証を行った。

網走西部森林管理署　　　藤沼　龍司， 仲川　知輝

森林流出水の水質特性と水源涵養機能における定量的評価
　－森林水文学の視点から考察して－
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網走南部森林管理署　　　佐々木　英樹， 森　孝二， 荒　一博

北海道旭川農業高等学校  森林科学科  林産加工班　　　澤山　一真， 山田　丞晟

留萌南部森林管理署　　　浅野　瞬介， 橋本　翔吾， 多田　陸人， 橋本　夏苗， 吉村　爽矢

針葉樹の新たな活用方法を探る ～トドマツ炭の水質浄化作用を検証～

空知森林管理署　　　伊東　瑠実子

留萌産トドマツ人工林材の利用拡大に向けた取組

宗谷森林管理署　　　松野　寛子

格子状防風林における施業方法等の検討 ～防風林の指標を目指して～

進む農業機械の大型化・ＩＣＴに伴う地域農業の問題に対応した耕地防風保安林
整備と境界管理に向けて（中間報告）

防風林造成技術の確立に向けて

防風保安林機能を最大限に発揮・維持していくための効果的・効率的な森林整備
の検討について

留萌流域のトドマツ人工林は、利用期を迎え、素材生産量の増加や大径化も予想され、より適正な資源利用の取組が必要で
ある。このため、トドマツ素材の利用状況などを調査し、今後の利用拡大に向けた方策を考察した。

P14

昨年度からトドマツの炭を製造し、新たな活用方法について研究しており、針葉樹が持つ「多孔質」という点に着目し、水質浄
化作用の検証を行った。

P15

道内人工林で最大面積を誇るトドマツを有効活用したいと、伐採や枝打ち後の枝葉を有効活用する研究に取り組んできた。
簡易式の蒸留装置と木材を加工したもので、芳香剤としての利用を目指した。

P16

P09

根釧東部森林管理署で管理経営を行っている、当地域の特徴的な森林である格子状防風林において防風林の指標となるこ
とを目指して、持っている機能・役割を維持した今後の施業方法等の検討状況について報告する。

P10

うっ閉した保安林の防風効果を考慮した効果的・効率的な森林整備を行うため、現況調査を行い今後の取扱い方法につい
て検討した。

P11

農業機械の大型化・ICTが進む地域農業と増え続ける耕地防風保安林の倒木・日陰等の農業者対応と境界管理問題も併
せて解決するべく、機能を損なわず保安林の整備、施業の方法を検証した。

P12

根釧東部森林管理署　　　後藤　正等

林野庁では礼文島生物群集保護林内のレブンアツモリソウ群生地周辺で、保護増殖の為の光環境整備や個体数調査を行っ
ている。当群生地周辺のレブンアツモリソウ個体数の傾向やその要因、改善案について発表する。

北海道開拓時代から住民の暮らしを守ってきた防風林が老齢化しつつあり、整備を進めている。確実な更新に向けて長沼、美
唄防風林における7樹種の植栽苗の生育状況、植栽箇所の下層植生と地下水位を調査した。

P13

留萌北部森林管理署　　　押野　恭太郎

北海道旭川農業高等学校  森林科学科  林業経営班　　　井上　航， 木村　咲人

トドマツアロマオイルの抽出と活用に関する研究 ～香りから広がる林業のみらい～

礼文島における保護林管理～レブンアツモリソウ保護増殖事業と近年の傾向～
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北海道岩見沢農業高等学校  森林科学科　　　杉本　雅弥， 西道　歩夢

胆振東部森林管理署　　　中山　雅裕， 黒田　明日華

積丹地域森林整備推進協定の今後の展開について

北海道旭川農業高等学校  森林科学科  森林資源活用班　　　市川　諒， 望月　康孝

網走西部森林管理署西紋別支署　　　脇本　大輔， 川村　圭子

10年前から始めた木育活動の一環で開発を始めたスロープトイについて、このコロナ禍だからこそできることとして、新たな
作品を開発し様々な方法で広く公開することで、森林や木の良さを伝えようと活動している。

P23

新型コロナウィルスの影響により、当初想定していた活動できず一部縮小した内容とはなったが、体験機会を確保させつつ、
実際に体験した園児に対し「お絵かき」を通じて心理的変化を測定し、検討を行った。

P17

知床世界自然遺産地域においても高密度に生息するエゾシカの食害による影響が深刻化しており、貴重な生態系を保護す
るために遺産地域内で行われているエゾシカ対策と国有林の関わりをご紹介する。

積丹町・札幌水源林整備事務所・石狩森林管理署の３者が協定を締結し、民有林と国有林を一体的事業地として推進して
いる地域木材の有効活用・事業コストの縮減・販売価格の向上を目指した森林整備の取組を紹介する。

P19

白老町に所在するポロト自然休養林においてアイヌ文化と関わりの深い森林産物の持続的供給や多様な野生生物の生息の
場とすることを目指し、町との連携を進めながら森林づくりに取り組んでいるので紹介する。

P20

コタンコロカムイ（しまふくろう）の森づくりを主テーマに、道森林管理局、平取町、平取アイヌ協会の3者はこの10年、着実に
取組を進めてきた。アイヌ施策推進法制定やウポポイ（民族共生象徴空間）開設等をふまえ、新しい局面を迎えつつある現況
を報告する。

P21

アイヌ文化振興への貢献

北海道らしい文化の復興・創造に貢献する森づくり
　～〈２１世紀・アイヌ文化伝承の森〉プロジェクトの新しい局面～

我が町の森林を未来に託す ～地元小学校を対象とした取組～

アクセシブルデザインスロープトイの開発と公開　パート２

北海道岩見沢農業高等学校における木育に関する取り組みについて

平取町役場　　吉原　秀喜，　　　平取町アイヌ文化振興公社　　米澤　諒，　　　日高北部森林管理署　　武田　恵

P18

知床世界自然遺産地域におけるエゾシカの捕獲について

（前）石狩森林管理署　　渡邉　大地，　　　積丹町　　入賀　啓吾，　　　森林整備センター札幌水源林整備事務所　　平野　菜々子

平成23年に、元気な森林を次世代につなぐことを目的として、林業事業体、行政等で構成される「滝上みどりの森林推進協
議会」が設立され活動を行ってきた。令和元年度に実施した森林環境教育について紹介する。

知床森林生態系保全センター　　　片山  洸彰

P22

私たちは月形演習林を実習フィールドとして活用しているが、演習林内の林道や林分位置を把握することは難しく、森林を管
理する上で全体像を理解しづらい状況にある。そこで、演習林内に設置する案内掲示板を作成することとした。

P24 森林から学び、木工から学ぶ

網走中部森林管理署　　　平野  友幹，　　　置戸町青年団体連絡協議会　　　那珂　琴絵， 中津山　莉穂

森林に興味を持ってもらう切っ掛けづくりとして、多様な動植物が生息する森林と、自分で選んだ木を用いた木工体験を通じ
て、参加者の方に”学び”を持ち帰ってもらうことに重点を置いた森林環境教育を提案したい。

P25 岩見沢農業高校月形演習林における掲示教育の推進活動の記録（2020）

北海道岩見沢農業高等学校  森林科学科　　　大場　陽貴， 畠山　俊， 森下　凌汰



［北の国・森林づくり技術交流発表会運営事務局］
北海道森林管理局 森林整備部 技術普及課
住所：北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番
電話：011-622-5245


	表紙
	１日目
	２日目
	特別講演
	ポスター
	裏表紙

