
 ◎　ポスター発表（北海道森林管理局ホームページでご覧ください）

１３：45 ～１4：15
 ◎　口頭発表

令和3年度

北の国・森林づくり技術交流発表会プログラム

YouTube配信（登録不要）

令和 4年 ２月１5日（火）

１１：４５ ～１２：00

 ◎　開会
 ◎　口頭発表

０９：30 ～

 森林保全・ふれあい・地域連携部門

https://youtu.be/YfJ3VwH26Nk

 森林技術部門 ② １0：00 ～１1：００

 ◎　特別発表

 高等学校部門
１0：00 ～１１：45

 ◎　口頭発表

https://youtu.be/FSyArrf8QLU

令和 4年 ２月１6日（水）

https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/

 森林技術部門 ① １4：１５ ～１６：００
 高等学校部門

林野庁　北海道森林管理局

 ◎　表彰

 ◎　特別発表 11：15 ～１1：50

 ◎　閉会
            ～15:35

※口頭発表・特別発表・特別講話はYouTubeで当日限りの配信となります。

 ◎　特別講演 １4：00 ～１5:00
13：00 ～１3：40

https://youtu.be/YfJ3VwH26Nk
https://youtu.be/FSyArrf8QLU
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/
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　　森林保全・ふれあい・地域連携部門（6課題） 10:00 ～11:45

　　高校部門（3課題） 11:15 ～14:15

　　森林技術部門①（６課題） 14:15 ～16:00

【森林保全・ふれあい・地域連携部門 】

10:00～  ① 楽しい！わかる！「北の森カルタ」の開発

　令和 4年 2月15日（火）

YouTube配信

令和3年度　北の国・森林づくり技術交流発表会 （１日目）

職員によるエゾシカ捕獲の取組について

森林環境教育を活かした若手職員のスキルアップについて

アイヌ文化伝承の森における広葉樹造成に向けた取組
～植栽後５年目の現況と今後の方針の検討～

積丹地域における共同施業とストックヤードを活用した共同販売の取組につ
いて

北海道森林管理局 技術普及課　　宮本　萌樹, 今野　莉緒　　　

宗谷森林管理署　　村上　純平, 小林　和史

10:15～  ②

留萌南部森林管理署　　齋藤　諒介, 多田　陸人, 橋本　翔吾

10:30～  ③

令和３年１月に道内の森林管理署として初めて、職員が自らくくりわなを仕掛け、エゾシカ捕獲を実施した。エサ
による誘引とIoT自動撮影カメラを活用し、２３頭の捕獲に至ったこの取組について紹介する。

当署では、森林環境教育の推進に取り組んでいる。今発表においては、地域と連携した森林環境教育の実施に
あたり、若手職員参画によるスキルアップと成果を報告するとともに、今後の課題について考察する。

休憩 （10:45～11:00）

1１:00～  ④

森林への親しみや、森林保全と林業への理解促進を目的に、「北の森カルタ」を開発した。子供用と大人用の２
種類を試作し、森林環境教育教材としての効果を検証した。

日高北部森林管理署　　下野　晧平, 大室　諒太, 武田　恵

積丹町・北海道水源林整備事務所・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。

北海道水源林整備事務所　　佐藤　賢二　 

積丹町　　槙野　弘樹

石狩森林管理署　　末廣　雄二

1１:15～  ⑤

平取町、平取アイヌ協会との３者による協定に基づき、平成２８年に植栽したオヒョウを含む広葉樹について、こ
れまで共同で調査・管理を行ってきた。今後の着実な広葉樹造成に向け生育状況と方針について考察を行う。
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【高等学校部門】

町の無形文化財に指定されている鹿子舞は地域や木材産業と深いつながりを有しているが、長い間後継者不
足が問題となっていたため、木育活動の一環として次の世代への継承を試みたプロセスを検証した。

北海道旭川農業高等学校 森林科学科　　菅原　巧登, 芝井　光生, 鎌田　荒太

11:45～  ①

13:45～  ②

昼食休憩 （12:00～13:45）

旭農版コンテナ苗の生産
～1粒播種までの道～

「縮小」造林
～人工林の減らし方を考える～

本校では近隣の保育園と連携を図り、年間をとおした木育を展開しています。体験の観点を「遊び」「学び」「親
しみ」と決め、単純な体験で終えることなく系統的な活動となるように目指しています。

LiDARを活用した層積計測の取り組みについて

網走西部森林管理署　　三田　武, 藤沼　龍司

11:３0～  ⑥ 鹿子舞と木材産業との関係性の考察及び伝統芸能の継承について

岩見沢農業高校における木育に関する事例発表

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。

人口減社会を迎え、木材需要の減少が見込まれます。木材生産林を自然植生に近い姿の森林に置き換える方
法を考えます。地域本来の植生、天然林化した人工林跡地等の姿を調べ、今後の森林づくりについて検討しま
した。

株式会社細畑林業　　細畑　利典, 川口　裕也

14:00～ ③

小野田　捺希, 齋藤　有澄真, 小幡　主真, 齋藤　楓奈, 柴田　和希

北海道帯広農業高等学校 森林科学科　　荒　柚月, 村上　大和, 高島　陽太, 小田島　脩介

北海道岩見沢農業高等学校 森林科学科　　後藤　遼多, 阿部　竜太, 鎌田　和樹, 野尻　大和, 三橋　健太郎

【森林技術部門 ①】

14:15～ ①

LiDAR(レーザー光による測距)で椪側面を撮影し、層積(椪の体積)の計測を試みた。最大92%の精度確保、
人工の削減、正確性の向上が期待できると結論づけた。
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網走中部森林管理署　　桑原　紫苑, 大川　直文

地上型３ＤレーザスキャナであるＯＷＬ及び３ＤＷａｌｋｅｒを活用した収穫調査について、従来の手法と比較しつつ
精度の技術的検証を行った上で、簡素化が求められる現場での活用を前提とした調査手法を検討した。

地上型３Ｄレーザスキャナを活用した収穫調査の技術的検証について

根釧西部森林管理署　　繁田　直樹, 中村　美也

15:45～ ⑥

15:00～ ③

紋別地区種苗協議会　　遠藤　貞, 尾田　美敬

トドマツコンテナ苗の育苗期間の短縮で、供給量を増やすことが出来ないか研究を行った。目的　①大幅な育苗
期間の短縮　②コンテナ苗の大量生産　③下刈り期間短縮・省略可　④保育経費の削減

森林測量におけるタブレット端末の利用事例

１年生幼苗移植トドマツコンテナ苗
　大幅な育苗期間の短縮　(３年生苗)

QGISによる路網の管理について

東京大学北海道演習林　　小林　徹行

北海道胆振総合振興局森林室 普及課　　馬場　敏宏

「カラマツ将来木施業」の実証に向けて、厚真町有林の38年生林分に将来木施業区・通常間伐区・無施業対
象区の異なる試験区を平成28年度に設定した。設定から５年後の成長経過等について報告する。

森林整備において重要である路網は紙媒体での管理が多く、必要な情報の抽出に手間を要している。そこで、
広く一般的に利用されているＱＧＩＳを用い、路網管理に特化したデータ整理方法について発表する。

北海道胆振総合振興局森林室 豊浦事務所　　坂本　雄

15:15～ ④

休憩 （14:45～15:00）

15:30～ ⑤

カラマツ将来木施業実証林の成長経過について

高精度GNSS受信機を外部アンテナとして接続することにより，タブレット端末でも精度の高いGNSS測量を行
えるようになった。ArcGIS（ESRI社）のモバイル用アプリである「ArcGIS Field Maps」を用いた林内での測
量事例を報告する。

14:30～ ②
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　森林技術部門②（４課題） 10:00 ～11:00

特別発表（4課題） 11:15 ～13:40

特別講演 14:00 ～15:00

休憩 （11:00～11:15）

【特別発表】

10:30～  ⑨ 耕地防風林の健全化に向けた施設整備と隣接農地にもたらす効果について

網走南部森林管理署　　早川　悟史

網走南部森林管理署の耕地防風林は、アクセスの悪さから手入れができず立枯れや倒木が放置されている。ま
た、日陰や枝の張出しなど隣接農地の問題も解決を図る観点から、林縁部に管理用道路を試行的に整備した
取り組みを発表する。

10:45～  ⑩ バックパック型３Dスキャナーによる林地調査の方法と精度に関する検討

北見工業大学工学部 地盤補強・ジオシンセティックス研究室　　鈴木　佑基

鶴居村内にある広葉樹林の一部を対象とし，バックパック型３Ｄスキャナーを用いた計測を行った。専用アプリか
ら自動計測された胸高直径と実測の胸高直径とを比較し，計測方法の留意点や精度に関する検証を行った。

YouTube配信

【森林技術部門 ②】

令和3年度　北の国・森林づくり技術交流発表会 （2日目）

　令和 4年 2月16日（水）

10:00～  ⑦ 盛土地拵による造林コスト縮減に向けた取組（第２報）

檜山森林管理署　　神田　健冴, 津谷　進　

戦後植栽された多くの人工林が主伐期・再造林を向かえ、造林経費の縮減が急務である。このため、平成３０年
度にコスト削減を目指し実施した盛土地拵において、３年後の調査と検証を実施したので報告する。

10:15～  ⑧ 毎木調査本数とUAV写真による蓄積推定精度

北海道大学農学部 森林科学科造林学研究室　　野口 晃太郎

41～58 年生のトドマツ人工林3 林分で全木調査を行い、UAV 写真による蓄積推定精度を検証した。また調
査データから、本数を変えてランダム抽出を行い、抽出本数による蓄積推定精度の検証を行った。

11:15～  ① 低コスト再造林を目指した更新方法の開発
～地がきから５年目の成果と今後の展開～

北海道森林管理局 森林技術・支援センター　　谷村　亮, 佐藤　太一　

カラマツ人工林主伐後の林地において、再造林コスト縮減を目指して実施した、地がきによる更新補助作業か
ら５年が経過した。その更新結果の評価と今後の施業への展開を考察する。



技術交流発表会（口頭発表２日目）

5 技術交流発表会（口頭発表２日目）

特別講演  14:00～15:00

休憩 （13:40～14:00）

北海道育種場　　生方　正俊

カラマツの種子は、地域ごとに成熟時期が異なるため、発芽率の高い種子が得られる最適採種時期も異なる。
そこで、それぞれの地域に適したカラマツの採種時期を明らかにした研究を紹介する。

11:30～  ② 発芽率の高いカラマツ種子を採るために
～最適採種時期の解明～

シラカンバを高温高圧の水蒸気で処理した繊維に富む飼料を大学や企業と共に開発した。道内の牧場での給
餌実証試験では肉質が同等以上で枝肉重量が20kg増加した。企業が実大規模装置を導入し、製品が販売さ
れている。

昼食休憩 （1１:50～13:00）

森林総合研究所北海道支所 森林育成研究グループ　　中西　敦史

渓畔林のカツラ集団における種子と花粉を介した遺伝子散布について、遺伝学的研究の成果（Nakanishi et
al. 2021, Ecology and Evolution 11)を基に説明する。

13:20～  ④ 北海道産シラカンバを原料とした黒毛和牛用粗飼料の開発と実用化

北海道立総合研究機構 林産試験場利用部バイオマスグループ　　檜山　亮

13:00～  ③ カツラの種子と花粉を介した遺伝子散布



木造建築における構造デザインの可能性

[ 略歴 ]：1968 年、奈良県出身  大阪生まれ。1992 年、神戸大学院環境計画
学科修士課程修了。組織設計事務所所属時に高層建築から中小規模木造建築、
文化財耐震補強設計と多様な実績を残したのち、2015 年に札幌市内にて独
立、自身の事務所を立ち上げる。
風土に根差した木造空間を多様な架構システムを駆使して実現するなど、緻
密なディテール検討を経て構造を具現化していくその緊張感と開放感が同居
する設計は、建築界において高い評価を得ている。
[ 主な作品 ]：ウポポイ / 国立民族共生公園体験交流ホール
[ 受賞歴 ]：北海道赤レンガ建築賞（当麻町役場、りすた / 夕張市清水沢敏
拠点複合施設）、木材活用コンクール最優秀賞（北海道大学医学部百年記念
館）、木材活用コンクール優秀賞・日本建築学会北海道支部技術賞（清水バ
スシェルター）、日本構造デザイン賞・北海道建築賞（籤 -HIGO/ 北海道日
建設計）、JSCA 賞（モード学園スパイラルタワーズ / 日建設計 )

［講演の概要］
木造建物の構造設計技術は近年大きく飛躍しています。
風土に適した Local Engineering Design は、一般流通木材および住宅用接合金物を用いた在来軸
組構法をベースとするためシンプルかつ汎用性があり、多様な建築に応用・展開が可能です。
そして Low-Tech High-Touch となる地場職人・地場産業による高い大工技術とプレカット加工技
術の組合せは地域産業活性化と建物に対する愛着を生みます。
道産木材をふんだんに使用する架構空間は力強く温かみを与え、地域に愛される建築となり、長く
使用されます。
自然災害・疫病・少子高齢化・格差社会と厳しい現実の中、多様な大自然が豊かな北海道のフィー
ルドで、我々大人が未来を担う子どもたちに何を残し、示すことができるかを考える場となること
を目指します。

『NITTAN ART FILE 4　土地の記憶～結晶化する表象』＠苫小牧市美術博物館にて
建築構造模型 20 数点と木造オブジェを展示中（2022 年 1 月 15 日～ 3 月 13 日）
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/hakubutsukan/tenrankai/nittan4.html

著書 ( 全て共著 )：『構造設計を仕事にする』学芸出版社
  『構造デザインの歩み』建築技術
  『挑戦する構造』建築画報社
  『( 仮 ) 多様化する構造デザイン』建築技術（2022 年出版予定）

山脇克彦建築構造設計ホームページ　
https://www.yamyam-e-design.jp/　

特別講演 令和 4 年 2 月 16 日 （水） 14:00 ～

山脇克彦建築構造設計 　   代表取締役 山脇 克彦

［注目！情報］

当麻町役場 北海道大学医学部百年記念館 日本赤十字社釧路
   さかえ保育園

風織 -KAZEORI-

6
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P03

オホーツク海沿いの海岸防風林において、海岸侵食を原因とする林冠破壊・飛来塩分増加により枯損が進行している。林帯
再生のため植栽試験地を設定したので、取組を紹介する。

令和3年度　北の国・森林づくり技術交流発表会 （ポスター発表）

海岸防風保安林の森林造成に向けた試み

渡島森林管理署　　窪田　啓子, 平　恵司

網走西部森林管理署　　占部　智史

北海道森林管理局 知床森林生態系保全センター　　寺田　崇晃

風穴～局所的冷温環境と生物多様性について～

知床国立公園と国有林との連携について

P01

風穴は夏季でも0℃近い冷温環境が維持される特異な環境である。網走西部森林管理署管内の3つの風穴について、風穴
環境の範囲や特有の生物相等を調べ、今後の取扱いについての参考資料を作成した。

P02

環境省と農林水産省の両大臣による連携強化合意を背景とした国立公園と国有林の連携において、知床世界自然遺産が
重点地域に位置づけられたことから、これまでの連携の取組及び今後の見通しについて発表する。

P04

網走西部森林管理署西紋別支署　　里村　拓大, 杉本　明優

北海道森林管理局ホームページ

後志森林管理署　　尾関　託茉

全天球カメラを使用した森林調査の具体的手法について

十勝東部森林管理署　　中野　夏未, 蔵野　亜紀子

地域に根ざした多様な森林づくりをめざして
～森林整備方針の作成と地域の合意づくりへの取組み～

野兎被害地における今後の取り扱いの考察

全天球カメラを使用した森林調査の方法として、昨年度発表した８ｍ円調査の簡素化・効率化について検討し、その具体的
な手法をまとめましたので発表する。

P05

十勝西部森林管理署管内に存する「国見山自然観察教育林」は、地元から多くの利用者が訪れるレクリエーションの森であ
る。この森林を整備することとなったので、地域の合意を得るために行った取組を発表する。

P06

国有林において、野兎による獣害が発生し、約３３ha、５万本に及ぶ苗木が被害を受け令和２年度に第１報として報告をした。
今回は、その後の経過と新たな被害について発表する。

P07

空知森林管理署では防風保安林の再整備を行っているが、林内に希少植物が生育し、これまで行った事業（伐採や下刈）
の中で「希少植物の生育に支障が出ている」との問題が提起された。新たな視点での取組について紹介する。

P08

十勝西部森林管理署　　久保　拓士, 橋本　直樹

防風保安林の再整備に当たっての課題への対応

これまで造林作業の「高効率、低コスト、軽労化」の取組を継続的に行っており、令和３年度実施した「下刈の機械化」の取
組と合わせ、成果・課題・問題点等をとりまとめたので報告する。

空知森林管理署　　井口　真緒

造林作業の「高効率、低コスト、軽労化」の取組
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上川南部森林管理署　　今野　智之， 佐藤　周平， 酒井　裕史

根釧東部森林管理署　　谷　政智, 杉原　優人

日高南部森林管理署　　　南川　結, 中出　正人

格子状防風林における下刈作業の機械化に向けた検討

胆振東部森林管理署　　高村　唯花， 中山　雅裕

無地拵（枝条の存置）による経費削減の可能性の検証

上川中部森林管理署　　野々村　真和, 瀧口　聡

道北地域における天然力を活用した低コスト造林手法確立への取組
～「表土戻し」地拵による広葉樹資源の育成を目指して～

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～

大型囲いわなによるエゾシカ誘引捕獲の推進

樹下植栽型複層林箇所における今後の施業について

主伐跡地における再造林を効率的かつ着実に推進することが求められている一方、民有林では従事者の減少、造林コスト
増など課題を抱えている。そこで、地拵省略や存置した枝条を活用しての下刈経費削減等の取組を紹介する。

P14

平坦地が多い格子状防風林では下刈の機械化が期待されるが、伐根の存在が支障となる場合が多い。このため、大型機械
による地拵え時に伐根を反転処理する方法を検討するとともに、その後の更新及び下刈方法を検討する。

P15

多様な樹種、林齢からなる森林へ誘導する多様な森林づくりを進めている中、過去に地表処理を実施した箇所の現在の状
況と、広葉樹資源の利用を考慮した今後の取扱いについて検討したので発表する。

P16

P09

道北地域に多い針広混交林化した林分の再造林において、天然更新を大きく促進する「表土戻し」を北大雨龍研究林の協
力のもと実践し、カンバ類等の広葉樹資源の育成に向けた低コスト造林手法を検討した。

P10

樹下植栽型複層林において、今後の２段林・３段林への複層林施業について考察した。

P11

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、今年度の下刈作業に導入した乗車型自走式刈払機を使
用した結果から、今後の機械化及び保育作業の省略に向けた取組について検討する。

P12

空知森林管理署北空知支署　　谷本　直緒子, 中嶋　佑輔

令和２年度に実行した大型囲いわなによる誘引捕獲事業について、手法、内容、実績などと、令和３年度に向けた取組を紹
介する。

P13

十勝西部森林管理署東大雪支署　　桐山　綾, 小西　茜音

天然林施業箇所の現状と考察について

造林・保育コストの縮減に向けた取り組み(第3報)

留萌北部森林管理署　　小澤　光

道北地方に多く見られるクマイザサ密生地の一貫作業システム箇所で、人力と３種類の大型機械地拵を行い、地拵―植付
―下刈までの省力化・コスト縮減の度合いを検証した。
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北海道旭川農業高等学校 森林科学科　　大向　凜空, 谷　透生, 狗飼　海斗, 鈴木　皓大

旭農版コンテナ苗の生産
～1粒播種までの道～

P18

トドマツコンテナ苗の大幅な育苗期間の短縮

紋別地区種苗協議会　　遠藤　貞, 尾田　美敬

北海道旭川農業高等学校 森林科学科　　菅原　巧登, 芝井　光生, 鎌田　荒太

P20 トドマツアロマオイルの抽出と活用に関する研究５
～香りから広がる林業のみらい～

北海道旭川農業高等学校 森林科学科　　清原　七生, 紺野　利空斗

私たちは、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。簡易式の蒸留装置を用い、良質のアロマオイル・ウォーターの抽出を目指しました。

P21 トドマツの灰を活用した石鹸製造

北海道旭川農業高等学校 森林科学科　　桝谷　祐人, 山口　優輝, 山本　夢咲神

私たちは昨年度、トドマツの新たな活用方法として、製炭を行い、水質浄化に関する研究を行いました。その際、多量の灰が
出ていたことが気になり、これを活用できる方法として石鹸の製造を行うこととしました。

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。

P19

私たちは、地域の子ども達に森林や地域産業についてもっと知ってもらいたいと11年前から木育活動を始めました。コロナ
禍でかなり活動制限をうけていますが、その中でも木や森林の魅力を伝えようと活動している。

コロナ禍でも木や森林の魅力を伝えたい！

P17

トドマツコンテナ苗の育苗期間の短縮で、供給量を増やすことが出来ないか研究を行った。
目的　①大幅な育苗期間の短縮　②コンテナ苗の大量生産　③下刈り期間短縮・省略可　④保育経費の削減

本校の月形演習林は広大であるため、実習などにおいて林道や林分位置等の情報を把握することが難しくなっています。そ
こで、演習林内に案内掲示板を設置することでそれらの問題点を解決する活動をスタートしました。

森林資源における３Ｒ活動ＰａｒｔⅡ
～木材を利活用した木製品の製作を通じて～

北海道旭川農業高等学校 森林科学科　　鈴木　萌加, 古髙　もみじ

森林は、水源涵養、物質生産、ビオトープなど多くの機能がある。私達はこの重要な地域資源である森林を大事にするには木
材を再利用するのが良いと考えコースター・パズル製作を行い、３Ｒ活動の重要性を再考した。

P23 私たちが実践する校内見本林の創造
～ 地域に開かれた憩いの場を求めて（2021）～

北海道岩見沢農業高等学校 森林科学科　　小椋　遼太, 中村　拍, 重光　隼斗, 大橋　一輝

本校の見本林は常に開放しているものの、実際に利用する人は多くありません。そこで、見本林をもっと多くの方に利用してほ
しいと考え、人や野生動物たちの憩いの場となる見本林を目指して活動をスタートしました。

P24 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（2021）

北海道岩見沢農業高等学校 森林科学科　　紙谷　藍斗, 山口　拓海, 菊池　航生, 藤田　李空, 奥田　慎ノ介

P22



※アンケートへのご協力のほど、よろしくお願い致します。

［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
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