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　祐谷 有恒

　木學 良広

　廣田 光春 九州森林管理局 大分西部森林管理署

　松井 郁弥 　　　〃　　　　　　大分森林管理署

　帆足 直也

　三間　 武

　内海 洋太 関東森林管理局 利根沼田森林管理署

　伊豫田 望

　　　〃　　　福島森林管理署玉ノ井森林事務

所

地域の人脈が鍵！ ～佐世保林業研究会による間伐推進の

取り組み～

　本山 広美 長崎県 県央振興局森林土木課

伐採搬出ガイドラインの策定と普及 　松岡 明彦 ＮＰＯ法人ひむか維森の会

群状植栽及び列状植栽試験地の現況について 　塩見 修平 関東森林管理局 吾妻森林管理署

　安田 幸治

　山口　 穣

国有林GISデータをGPSで活用する方法の検証 　西秋　 博 北海道森林管理局 保全調整課

　安達 幸作

　村山 正太

木造住宅キット「れいほくスケルトン」による高知県嶺北産木

材のブランド化の取り組み

　三好 一樹 高知県 嶺北林業振興事務所

　戸邉　 賢

　堀口　 剛

　中谷 浩典

　飯田 俊平

　御法川 信樹 東北森林管理局 三陸北部森林管理署

　小嶋 公輝 　　　〃　　　　　　下北森林管理署

　柴崎 一道 関東森林管理局 東京神奈川森林管理署

　白井 聰一 高尾の森づくりの会

蕗ヶ谷山ヒノキ高齢林の施業方法について 　松山 知恵 四国森林管理局 嶺北森林管理署

　蔀　 隆行 九州森林管理局 熊本南部森林管理署

　井上 重徳 ㈱森和

　児玉 秀一 九州森林管理局 宮崎森林管理署

　瀬口 雅文 国際教育センターユニバースアカデミー

ヒバ天然林施業後の更新状況について 　英賀 慶彦 東北森林管理局 下北森林管理署

　高田 浩徳

　宮浦 英樹

自然再生への取り組みについて 　森実 祐子

北海道森林管理局 釧路湿原森林環境保全

ふれあいセンター

　谷本 哲朗

　清水 亜広

　小谷　 豊

　堤田 八郎

　久島 直樹

　阿久津 文彦

　片桐 亜由美

　宮地 俊宏

児玉地域における林業活性化への取り組みについて（こだま

森林組合の素材生産作業システムを事例として）

　加藤 健伸 埼玉県 寄居林業事務所

　横井 眞吾

　佐々木 雅則

　渡辺 茂義

　渡辺 　学

林野庁長官賞

日本森林技術協会

理事長賞

地域の要望に応えたクヌギぼう芽のシカ食害対策について

北海道森林管理局 十勝東部森林管理署山取り苗と表土ブロックによる土場跡地の緑化

「低コスト造林への取組」　～コンテナ苗木の植栽後の経過と

考察～

日本森林技術協会

理事長賞

林野庁長官賞

日本森林技術協会

理事長賞

林野庁長官賞

第55回

中部森林管理局 東信森林管理署

地域に根ざした国有林を目指して　～台風被害跡地復旧へ

の取組み～

森林技術森林技術森林技術森林技術コンテストコンテストコンテストコンテスト受賞者一覧受賞者一覧受賞者一覧受賞者一覧

第56回

(独)森林総合研究所 森林農地整備ｾﾝﾀｰ

徳島水源整備事務所

IKONOS衛星画像の導入による業務の効率化について

林野庁長官賞

日本森林技術協会

理事長賞

林野庁長官賞

高尾小下沢国有林での落葉広葉樹の森づくり

― ６年間の活動でわかったこと ―

カメラ付電動測高器の考察について

第54回

近畿中国森林管理局 滋賀森林管理署

登山道における危機管理対策 ―コールポイント表示板の設

置を実施して―

関東森林管理局 茨城森林管理署複層林施業地における施業方法の一考察

北海道森林管理局 上川北部森林管理署

天塩川における魚類の生息環境保全に向けた治山施設の

落差解消の取組とその成果

日本森林技術協会

理事長賞

中部森林管理局 富山森林管理署

「夢童の森」における自然体験活動について

第52回

愛媛県森林組合連合会

木材加工センター

新チャコールブロックの開発について

北海道森林管理局 知床森林センター知床半島におけるミズナラ堅果結実調査について

第53回

大畑川流域保全と再生可能な資源のリサイクル活用に取り

組んだ治山工事について

第51回

関東森林管理局 塩那森林管理署

大沼周辺自然再生推進事業における地元ボランティア等と

連携した国有林管理

近畿中国森林管理局 島根森林管理署島根県内の木材の流通について

林野庁長官賞

日本森林技術協会

理事長賞

九州森林管理局 熊本南部森林管理署地域と共に守るゴイシツバメシジミ

ウダイカンバの密度管理について

㈱トーヨ刈払機保護具およびチェンソー防護ズボンの開発について
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　櫻井　 勝

　片桐 保典

　仁平 明彦

　宮下 裕次 近畿中国森林管理局 山口森林管理事務所

　田口 康宏 　　　〃　　　　　　福井森林管理署

南永江地区における森林整備と地域材活用について 　山崎　 隆 長野県 北信地方事務所

　寺西 貴子

　冨樫 定史

低コスト林業生産システム原価計算プログラムの開発につい

て

　佐々木 重樹 静岡県林業技術センター

境界不明標識解消への取り組み 　田中 真二 中部森林管理局 愛知森林管理事務所

「仁淀川」山の手入れで元気モリモリ事業について 　山崎 豊久 高知県伊野町役場

Bitterlich法を応用した測定機材の開発 　鳴海 隆司 東北森林管理局 岩手北部森林管理署

　佐藤 幸男

　一条 英一

間伐シミュレーションソフトの開発

― 間伐をやる気にさせる資料とは―

　宮崎 隆幸 長野県 下伊那地方事務所

　兵藤 充祥

　久保 博樹

　二宮 栄一

　池田 一弥

森林環境教育の実践と今後のあり方について 　久保田 尚子 四国森林管理局 嶺北森林管理署

子供たちと森林を学ぶ 　樋口 千代子 近畿中国森林管理局 島根森林管理署

　大串 叔弘 関東森林管理局 山梨森林管理事務所

　田中 美津江 (財）オイスカ山梨県支部

　公文 礼子

　戸田　 篤

　平川 一利 元九州森林管理局 熊本南部森林管理署

　井上 重徳 (株)森和

　竹部 修二

　木皿 昌広

　飯塚 敬二

　大関 千賀男

　佐藤　 誠

　平松 昭一

　水野 幹男

　伊藤　 登 高知県森林局 嶺北林業振興事務所

　戸田 誘二 高知県東津野村

カラマツの間伐推進と需要拡大 Part 2 　前田 英孝 中部森林管理局 岐阜森林管理署

「森にふれ森に学ぶ」ための効果的なイベント作りについて 　馬上 千恵 北海道森林管理局 札幌森林センター

パソコン利用による間伐収益額等推定ソフトの開発 　中山 富士男 鹿児島県大島支庁

　田邊 由喜男

　佐宗 等征

　山下 義治

　吉田 清男

　平松 昭一

　青木 勝美

路網を基軸とした団地間伐の推進 　丹原 守男 愛媛県松山地方局

　藤原 勝志 東北森林管理局 青森分局

　鈴木　 博 　　　　〃　　　仙台森林管理署

　服部 美穂 　〃　仙台森林管理署根白石森林事務所

　乙川 朋子 　〃　　仙台森林管理署蔵王森林事務所

林野庁長官賞

日本森林技術協会

理事長賞

林野庁長官賞

林野庁長官賞

日本森林技術協会

理事長賞

日本森林技術協会

理事長賞

林野庁長官賞

第50回

東北森林管理局 津軽森林管理署ハンディGPSを利用した白神山地の巡視業務について

地域住民と連携した里山林の新たな管理の一手法

―城山国有林に自生する竹林整備の試み―

関東森林管理局 中越森林管理署イヌワシの生息環境を保全するための森林施業について

関東森林管理局 日光森林管理署森林景観整備の取組とその成果について

愛媛県森林組合連合会

チャコールロード六角ブロックの開発について

― 間伐材の有効利用への取り組み事例

高知県森林局 伊野林業事務所茶霧のふるさと整備

第48回

「学校林」の活用に向けて

高知県森林局 伊野林業事務所足もとからはじめる間伐推進

農閑期を利用した集落フォレスターへの挑戦

背負式電動刈払機の試作について

北海道森林管理局 帯広分局

十勝西部森林管理署

第49回

第47回

高知県大正町役場分収林における作業道の効用について

九州森林管理局 森林技術センター人工林の適切な保育管理施業の試験（冬下刈）

関東森林管理局 森林技術センターヒノキ育成天然林施業の検証について

仙台市街地国有林に生息するオオタカの営巣状況について

日本森林技術協会

理事長賞

関東森林管理局 森林技術センター複層林施業技術の開発について

台風被害地の天然更新について

東北森林管理局 米代西部森林管理署新路体林道工法の改良施工について


