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令和3年度森林・林業技術交流発表会（発表動画）

令和3年度森林・技術交流会は新型コロナウイルスの感染拡⼤の状況を踏まえ、WEB会議ツールによるリモート開催 により実施し、⼀般公開は⾏いませ
んでした。
そのため、より多くの⽅に発表内容を知っていただくために、各課題の発表動画を公開いたしましたのでお知らせします。
＊⼀部公開していない課題があります。

発表課題
 

番号 課題名（リンク先はYouTube） 所属 ⽒名

1 ヒバ林復元プロジェクト（中間報告）〜稚幼樹の動
態と施業効果の検証〜 森林技術・⽀援センター ⻘⼭岳彦

2 ⽺⽑を活⽤したニホンジカ忌避剤としての効果の検
証 岩⼿県⽴⼤船渡東⾼校 熊⾕はな、⼤和⽥優奈、⽔野果凛

3 根株及び表⼟を考慮した路網設計について 秋⽥県北秋⽥地域振興局農林部森づく
り推進課 千葉智

4 スギ低密度植栽試験地における有⽤天然⽊の侵⼊状
況について 由利森林管理署 川越修、正⽊正⼈、三浦健、⽵村真⼀

5 ゲル状消⽕剤による消⽕の試⾏について 盛岡森林管理署 ⼩池涼平、鈴⽊千裕

6 ドローンによる林分材積推定の林道⽀障⽊調査への
活⽤について 秋⽥森林管理署湯沢⽀署 村井秀成、岩﨑隼、松⽥悠吏

7 若齢広葉樹の⼀般材利⽤と夏場の流通について ⽶代東部森林管理署 前⽥寛尚
8 ⼤型⾞両の⾛⾏を想定した林道整備について 三⼋上北森林管理署 ⽊村海結、蓮尾直志

9 PT考案︕東北式☆お⼿軽林道補修 東北森林管理局林道技術者育成PT 髙橋凌、村井秀成、⾼橋宏瑛、
蓮尾直志、早川慶、関⽂武

10 ⾼齢広葉樹の更新伐施業による⽤材利⽤を⽬指して
〜持続可能な町有林管理の取組〜 宮城県北部地⽅振興事務所林業振興部 佐々⽊智恵、名和優⼦

11 森林施業の効率化と⽊材⽣産コスト低減への取組に
ついて 宮城県北部地⽅振興事務所林業振興部 岡⽥萌、古澤和之

12 ⻘森県三⼋地域における⾃伐型林業の推進に向けた
取組

⻘森県三⼋地域県⺠局地域農林⽔産部
林業振興課 室⾕豊

13 全天球カメラやSNS等を利⽤して⽬指す⽴⽊販売の
活性化 三陸北部森林管理署久慈⽀署 ⽯塚将貴、齋藤颯、

⾼橋和⼦、⽥⼝魁良

14 UAVを⽤いた治⼭事業（⼭腹崩壊地）における取組
事例について 三陸北部森林管理署久慈⽀署 ⾼橋和⼦

15 庄内海岸林における⺠間団体を巻き込んだマツ枯れ
対策の今後の展望 ⼭形県庄内総合⽀庁森林整備課 髙野雄太

16
⻄部署とセンター連携による森林環境教育イノベー
ション〜環境の変化とニーズに対応可能なプログラ
ム〜

藤⾥森林⽣態系保全センター、
⽶代⻄部森林管理署

(藤⾥セ)⾕川麗輝、(藤⾥セ)⼊⼭友、
 (⻄部署)⼯藤柊也、(⻄部署)⼩柳聖弥

17 海岸防災林における⼀元的管理⼿法の検討〜⺠国共
通した管理経営⽅針策定に向けて〜 庄内森林管理署 宮﨑怜

18 スマート林業に向けて︕〜⼤館市の普及対策につい
て〜 ⼤館市産業部林政課 千葉泰⽣、⼤⾼尚吾

19 寒冷地における早⽣樹の⽣育可能性について 仙台森林管理署 ⾼橋蓮、⼩林哲也
20 治⼭⼯事における創意⼯夫の取組について ⽶代東部森林管理署上⼩阿仁⽀署 三浦真澄、有⾺俊英、髙橋修平
21 狩猟等事故防⽌するための体制づくりについて 三陸中部森林管理署 太⽥侑奈、⼤脇航平、鍵⾕桜

22 ⽩神⼭地世界遺産周辺地域における中・⼤型哺乳類
調査について 津軽⽩神森林⽣態系保全センター ⽊村航汰

23 津軽森林管理署管内におけるヒバ稚樹の活⽤による
再造林コスト抑制に向けた調査 津軽森林管理署 遠藤修平、内⽥朋紘

24 採材の単純化による歩留向上に向けた取組（続
報） 津軽森林管理署⾦⽊⽀署 ⿑藤俊介

25 森林⽣態系保護地域（⽉⼭周辺域）におけるスノー
モービルの乗り⼊れについて 朝⽇庄内森林⽣態系保全センター 加藤諒介、堀川敏⾏
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26 クマ剥ぎ対策の効果とその可能性について 企画調整課、置賜森林管理署 (企画調整課)志⽥有⾥絵、
 (置賜署)関 康春

27
置賜式下刈りイラーズについて（経過報告）〜⽣分
解性シートを⽤いたマルチングによる下刈りをしな
い検証〜

置賜森林管理署 ⽒家森、澤⼝颯希

28 ICTを活⽤した地すべり調査の⼿法について 置賜森林管理署 ⾦井邦夫、佐々⽊岳志
29 我が署における若⼿職員の⼈材育成への取組 下北森林管理署 平⾨由佳⼦、中塔花梨

30 森林・林業学習〜未来を担う若者に向けて〜 三陸北部森林管理署 岡本英朗、池⽥興平、
久保翔太郎、古家絢杜

31 スマートフォン地図アプリの請負事業体向けマニュ
アルの作成と普及活動 岩⼿南部森林管理署遠野⽀署 新井潤⼦、⿑藤謙⼆、⼩林明仁

32 本数調整伐と筋⼯による森林づくり効果につい
て 宮城北部森林管理署 ⽯塚紀⼦、宍⼾昭吾

33 ナラ枯れ被害⽊の⾼付加価値販売への可能性につい
て 秋⽥森林管理署 棚⽊幸次郎

34 下刈作業地における改良型簡易避暑器具の開発 岩⼿南部森林管理署 盛⼀樹

35 UAVレーザー測量成果の活⽤による森林環境保全整
備事業の効率的な実⾏ ⼭形森林管理署、（有）庄司林業

(⼭形署)佐藤めぐみ、(⼭形署)松井尊⼤、
 (⼭形署)藤野⼤河、(⼭形署)桑原沙⽉、

 ((有)庄司林業)庄司樹

36 国有林のフィールドを活⽤した森林教育活動等の取
組 ⼭形森林管理署最上⽀署 伊藤春菜、⻄根維吹

37 コンテナ苗下刈省⼒化試験地の現状について 岩⼿北部森林管理署 杉澤寿、坂本⼤和

38 早⽣樹オノエヤナギの⽊質バイオマス利⽤の検
討 ⼭形県⽴農林⼤学校 直井涼亮

39 スギの開花に伴って林地に供給される窒素,リン供給
量 秋⽥県⽴⼤学 ⿑藤真紀、星崎和彦

40
森林や林業に対する意識の変容と教育内容の検討〜
⻘森市と外ヶ浜町の⼩中学⽣を対象とした森林教室
を通して〜

⻘森森林管理署 齋つかさ

41 伐採跡地に天然更新しているヒバを活かした施業の
検討 ⻘森森林管理署 宮腰有紀
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森林整備部 技術普及課
 企画官（技術開発）

TEL:018-836-2023

公式SNS   関連リンク集 林野庁
 トップページへ

住所︓〒010-8550 秋⽥県秋⽥市中通5丁⽬9番16号
電話︓018-836-2014（代表）
法⼈番号︓4000012080002

ご意⾒・お問い合わせ アクセス・地図

サイトマップ プライバシーポリシー リンクについて・著作権 免責事項

Copyright : TOHOKU Regional Forest Office

https://www.youtube.com/watch?v=HOe7IdXuboI&list=PLMvvhD9xvwfmocUawk_FvKAZ-7mxYpwJj&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=VDaPbfgZEAU&list=PLMvvhD9xvwfmocUawk_FvKAZ-7mxYpwJj&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=1COC83ScE6g&list=PLMvvhD9xvwfmocUawk_FvKAZ-7mxYpwJj&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=rR6-KshWknI&list=PLMvvhD9xvwfmocUawk_FvKAZ-7mxYpwJj&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=Q67DqKTM_NQ&list=PLMvvhD9xvwfmocUawk_FvKAZ-7mxYpwJj&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=_Fuhvyec-OU&list=PLMvvhD9xvwfmocUawk_FvKAZ-7mxYpwJj&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=vz2PkIrmOj8&list=PLMvvhD9xvwfmocUawk_FvKAZ-7mxYpwJj&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=lVt7MdqWUNA&list=PLMvvhD9xvwfmocUawk_FvKAZ-7mxYpwJj&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=O0iGH1bbgFM&list=PLMvvhD9xvwfmocUawk_FvKAZ-7mxYpwJj&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=NfhMru0krvU&list=PLMvvhD9xvwfmocUawk_FvKAZ-7mxYpwJj&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=SDtKAhsu_XQ&list=PLMvvhD9xvwfmocUawk_FvKAZ-7mxYpwJj&index=34
https://www.facebook.com/rinyajapan
https://twitter.com/MAFF_JAPAN
https://www.youtube.com/channel/UCDrlZ0fFFrVkhaV4rFKba9w
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/link/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/inquiry/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/use/map.html
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/use/sitemap.html
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/use/pp.html
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/use/link.html
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/use/escape.html

