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1．沿　　　　　革
関西支所

昭和 22． 4 林政統一による機構改革に伴う林業試験
研究機関の整備のため、大阪営林局内の
試験調査部門の編成替により、農林省林
業試験場大阪支場を局内に併置

昭和 25. 4 京都市東山区七条大和大路に大阪支場京
都分室を設置

昭和 27. 7 京都分室を廃止し、その跡地へ支場を移
転し京都支場に改称

昭和 28. 2 支場庁舎敷地として新たに伏見区桃山町
（現在地）に所属替、同時に桃山研究室
を設置

昭和 31. 3 現在地に庁舎・研究室を新設・移転
昭和 34. 7 関西支場に改称
昭和 40. 3 研究室等を増改築
昭和 41. 4 部制設置（育林・保護の 2部）
〃 防災研究室を岡山試験地から移転
昭和 51. 11 庁舎・研究室（昭和31.3新築のもの）を改築
昭和 57. 12 鳥獣実験室を新築
昭和 59. 12 治山実験室を新築
昭和 62. 12 森林害虫実験棟（旧昆虫飼育室）を建替え
〃 危険物貯蔵庫を建替え
昭和 63. 3 ガラス室、隔離温室を建替え
昭和 63. 10 林業試験場の組織改編により森林総合研

究所関西支所に改称
〃 風致林管理研究室を育林部に新設
〃 調査室を連絡調整室に改称
平成元 . 12 粗試料調整測定室を新築
平成 4. 3 風致林管理実験棟を新築
平成 4. 4 鳥獣研究室を保護部に新設
平成 5. 12 森林微生物生理実験棟を新築
平成 9. 11 敷地、道路拡張のため大蔵省（近畿財務

局京都財務事務所）へ引継
平成 13. 3 育林棟増改築（遺伝子解析実験棟）
平成 13. 4 省庁改編により独立行政法人森林総合研

究所関西支所となる
平成 17. 3 標本展示・学習館を新築
平成 17. 11 標本展示・学習館を開館
平成 20. 2 事務連絡所を取り壊し
平成 21. 3 木造試験家屋を新築
平成 21. 4 木造試験家屋で一時預かり保育室（愛称：

「すぎのこ」）を開設
平成 22. 5 標本展示・学習館の愛称を「森の展示館」に
平成 27. 4 国立研究開発法人森林総合研究所関西支

所となる
平成 28. 6 国庫納付により宇治見実験林を廃止
平成 28. 8 国庫納付により島津実験林を廃止
平成 29. 4 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

森林総合研究所関西支所に名称変更

岡山実験林（旧岡山試験地）・竜の口山量水試験地

昭和 10. 8 岡山県上道郡高島村に水源涵養試験地と
して設置

昭和 12. 12 林業試験場高島試験地に改称
昭和 22. 4 林業試験場大阪支場の所管となり、同支

場高島分場に改称
昭和 27. 7 林業試験場京都支場高島分場に改称
昭和 34. 7 林業試験場関西支場岡山分場に改称
昭和 41. 4 林業試験場関西支場岡山試験地に改称
昭和 60. 12 試験地無人化となり事務所を閉鎖
昭和 63. 9 旧庁舎、宿舎など施設を取壊
昭和 63. 10 林業試験場の組織改編により試験地廃止（竜

の口山量水試験地として量水試験を継続）
平成 18. 10 呼称を試験地から実験林に改称

2．土地及び施設

土　　地

関西支所敷地 64,046 ㎡
岡山実験林 13,324 ㎡
計 77,370 ㎡

施　　設（延べ面積）

研究本館等 3  棟 2,251 ㎡
 内　　訳
 　研 　究 　室 （本　館） （1,507）
 　　　〃 （別　館） （604）
 　機 　械 　室 （140）
機 械 室  1  棟 248 ㎡
温 室  1  〃 85 ㎡
ガ ラ ス 室  1  〃 56 ㎡
隔 離 温 室  1  〃 124 ㎡
殺 菌 培 養 室  1  〃 48 ㎡
樹 病 低 温 実 験 室  1  〃 91 ㎡
森 林 害 虫 実 験 棟  1  〃 219 ㎡
森林微生物生理実験棟  1  〃 118 ㎡
鳥 獣 実 験 室  1  〃 139 ㎡
治 山 実 験 室  1  〃 157 ㎡
粗 試 料 調 整 測 定 室  1  〃 124 ㎡
材線虫媒介昆虫実験室  1  〃 41 ㎡
風 致 林 管 理 実 験 棟  1  〃 260 ㎡
遺 伝 子 解 析 実 験 棟  1  〃 138 ㎡
木 造 試 験 家 屋  1  〃 46 ㎡
そ の 他 10 〃 370 ㎡
　　計 28  棟 4,515 ㎡
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3．組　織
（平成 30 年 3 月 31 日現在）
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4．受託出張（106 件）

氏　名 依　頼　元 出張期間 用　　務

松本光朗 公益財団法人 PHOENIX木材・合板
博物館

H29.4.14 ～ 4.15 第 6 回ウッドマスター（基礎）講習会講師

齋藤和彦 NPO法人みのお山麓保全委員会 H29.4.20 明治の森箕面自然休養林管理運営協議会

岡本　透 京都大学大学院農学研究科 H29.5.11 ～ 5.12 森林植物の更新動態にかかわる現地共同調査

多田泰之 近畿中国森林管理局 H29.5.15 平成 29 年度災害対応研修講師

八代田千鶴 近畿地方環境事務所 H29.5.17 ～ 5.18 平成 29 年度ニホンジカ個体数調整業務連携予定地の
現地調査

齋藤和彦 NPO法人みのお山麓保全委員会 H29.5.18 明治の森箕面自然休養林管理運営協議会

齋藤和彦 近畿中国森林管理局 H29.5.25 平成 29 年度第 1 回「箕面体験学習の森」育成・活用
事業（Ⅰ）検討委員会

松本光朗 近畿中国森林管理局 H29.5.30 平成 29 年度近畿中国森林管理局技術開発委員会

鳥居厚志 大阪府立環境農林水産総合研究所 H29.5.31 平成 29 年度地方独立行政法人大阪府立環境農林水産
総合研究所研究アドバイザリー委員会

奥田史郎 三重県農林水産部 H29.6.2 平成 29 年度第 1 回災害に強い森林づくり推進事業ア
ドバイザリーボード

松本光朗 京都府森林審議会森林保全部会 H29.6.13 京都府森林審議会森林保全部会

衣浦晴生 和歌山県森林審議会 H29.6.14 平成 29 年度第 1回和歌山県森林審議会森林保全部会

衣浦晴生 アジア航測株式会社 H29.6.16 六甲山地におけるナラ枯れ対策に関する現地視察及び
助言

八代田千鶴 株式会社一成 H29.6.16 大杉谷国有林におけるニホンジカによる森林被害対策
指針実施検討委員会

奥田史郎 森林整備センター H29.6.28 ～ 6.29 平成 29 年度森林総合監理士育成研修講師

奥田史郎 森林整備センター中部整備局 H29.7.10 ～ 7.11 講演会講師

八代田千鶴 奈良県農林部 H29.7.18 シカによる森林被害緊急対策事業にかかる広域協議会
設立総会

鳥居厚志 岡山県農林水産総合センター H29.7.19 平成 29 年度岡山県農林水産総合センター森林研究所
外部評価委員会（林業研究室）

齋藤和彦 NPO法人みのお山麓保全委員会 H29.7.20 明治の森箕面自然休養林管理運営協議会

奥田史郎 大阪府岸和田土木事務所 H29.7.23 大阪府営泉佐野丘陵緑地ボランティアのスキルアップ
研修講師

鳥居厚志 一般社団法人日本森林技術協会 H29.7.25 平成 28 年度 (繰越し )地域材利用拡大緊急対策事業地
域竹材の利用促進における竹材生産情報把握手法確立
事業第 2回検討委員会

溝口岳男 福井森林管理署 H29.7.26 気比の松原保全対策検討委員会

衣浦晴生 和歌山県農林水産部 H29.7.27 平成 29 年度第 1回和歌山県森林審議会

八代田千鶴 近畿地方環境事務所 H29.7.27 ～ 7.28 平成 29 年度大台ヶ原自然再生推進委員会森林生態系・
ニホンジカワーキンググループ生物多様性ワーキング
グループ現地検討会
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奥田史郎 全国森林組合連合会 H29.8.1 平成 29 年度森林施業プランナー育成対策事業プラン
ナー研修～資格取得希望者向け～講師

多田泰之 近畿中国森林管理局 H29.8.2 都市型森林整備・保全検討会第 1回検討会

山下直子
多田泰之

滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 H29.8.4 第 1 回琵琶湖の保全・再生の視点に立った森林整備指
針検討会

松本光朗 奈良県森林技術センター H29.8.21 奈良県森林技術研究評議会

八代田千鶴 長崎県農山村対策室 H29.8.29 ～ 8.30 イノシシ対策 A級インストラクター養成講座＋（A級
インストラクタープラス）講師

松本光朗 福井県総合グリーンセンター H29.8.30 平成 29 年度福井県林業研究会議

奥田史郎 滋賀森林管理署 H29.8.31 平成 29 年度伊崎国有林の取扱いに関する検討におけ
るワーキンググループ会合（第 1回）

家原敏郎 和歌山県農林水産部 H29.9.5 和歌山県農林水産関係試験研究評価委員会（平成 29 年
度第 1回評価会議）

衣浦晴生 認定 NPO法人シニア自然大学校 H29.9.6 「森林の生態」に関する講義講師

中尾勝洋 国立研究開発法人国立環境研究所 H29.9.8 気候変動影響観測・監視の推進に向けた検討チーム（仮
称）平成 29 年度第 1回会合

八代田千鶴 三重県農林水産部 H29.9.12 平成 29 年度三重県自然環境保全審議会第 1回鳥獣部
会

奥田史郎 林野庁森林整備部研究指導課 H29.9.11 ～ 9.12 平成 29 年度森林総合監理士等技術者活動支援事業実
践研修事前打ち合わせ

岡本　透 筑波大学山岳科学センター H29.9.14 ～ 9.15 植生履歴と生物圏の関係に関する調査・研究打合せ

八代田千鶴 株式会社一成 H29.9.16 ～ 9.18 平成 29 年度屋久島国立公園におけるヤクシカ保護管
理対策推進業務による試験捕獲のための下見調査にお
ける指導・監督

多田泰之 岐阜県立森林文化アカデミー H29.9.20 ～ 9.22 岐阜県地域森林監理士養成研修講師

山下直子 近畿中国森林管理局 H29.9.25 都市型森林整備・保全検討会現地視察

八代田千鶴 サントリーホールディングス株式会社 H29.9.27 天然水の森フォーラム講師

八代田千鶴 奈良県農林部農業水産振興課 H29.10.5 ～ 10.6 シカによる森林被害緊急対策事業にかかる広域協議会
（第 2回）

奥田史郎 滋賀森林管理署 H29.10.10 平成 29 年度伊崎国有林の取扱いに関する検討におけ
るワーキンググループ会合（第 2回）

多田泰之 森林整備センター近畿北陸整備局 H29.10.11 ～ 10.12 森林整備センター近畿北陸整備局業務検討会

諏訪錬平
中尾勝洋

京都府立莵道高等学校 H29.10.17 「中高生の科学研究実践活動推進プログラム学校活動
型」講師

諏訪錬平 京都府立莵道高等学校 H29.10.24 「中高生の科学研究実践活動推進プログラム学校活動
型」講師

松本光朗 近畿中国森林管理局 H29.10.25 平成 29 年度近畿中国森林管理局保護林管理委員会

多田泰之 岐阜県郡上市 H29.10.24 ～ 10.27 将来を見据えた森林づくり研修会講師

奥田史郎 林野庁森林整備部研究指導課 H29.10.25 ～ 10.27 平成 29 年度森林総合監理士等技術者活動支援事業に
よる実践研修講師

諏訪錬平 森林整備センター中部整備局 H29.10.31 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センタ
ー公開シンポジウム講師
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高橋和規
中尾勝洋

京都府立莵道高等学校 H29.10.31 「中高生の科学研究実践活動推進プログラム学校活動
型」講師

衣浦晴生 和歌山県農林水産部 H29.11.2 平成 29 年度病害虫研修会講師

八代田千鶴 林野庁森林技術総合研修所 H29.11.8 ～ 11.9 平成 29 年度森林保護管理（獣害）研修講師

諏訪錬平 京都府立莵道高等学校 H29.11.14 「中高生の科学研究実践活動推進プログラム学校活動
型」講師

八代田千鶴 岐阜大学応用生物科学部 H29.11.18 ～ 11.19 野生動物管理学研究センター連続講座「野生動物を知
る」講師、ニホンジカ捕獲モデル事業助言

山下直子
多田泰之

滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 H29.11.20 第 2 回琵琶湖の保全・再生の視点に立った森林整備指
針検討会

松本光朗 近畿中国森林管理局 H29.11.21 ～ 11.22 平成 29 年度森林・林業交流研究発表会

多田泰之 和歌山県東牟婁振興局 H29.11.21 ～ 11.23 治山・林道技術研修会における事前打ち合わせ

松本光朗 一般社団法人日本森林技術協会 H29.11.24 平成 29 年度森林吸収源インベントリ情報整備事業（衛
星画像等による土地利用変化の把握）検討委員会

松本光朗 京都府森林審議会森林保全部会 H29.11.28 京都府森林審議会森林保全部会

八代田千鶴 近畿地方環境事務所 H29.11.30 平成 29年度大台ヶ原自然再生推進委員会（森林生態系・
ニホンジカ保護管理）ワーキンググループ

中尾勝洋 国立研究開発法人国立環境研究所 H29.12.4 「気候変動影響観測・監視の推進に向けた検討チーム」
平成 29 年度第 2回会合

八代田千鶴 日本林業同友会 H29.12.13 講演会（大台ヶ原のシカ密度管理　シカ食害の現状と
対策）講師

八代田千鶴 長崎県森林整備室 H29.12.14 ～ 12.15 平成 29 年度シカによる森林被害緊急対策事業アドバ
イザー

八代田千鶴 滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 H29.12.19 滋賀県森林審議会

松本光朗 近畿中国森林管理局 H29.12.20 平成 29 年度近畿中国森林管理局技術開発委員会

齋藤和彦 NPO法人みのお山麓保全委員会 H29.12.21 明治の森箕面自然休養林管理運営協議会

山下直子
多田泰之

近畿中国森林管理局 H29.12.21 ～ 12.22 都市型森林整備・保全検討会第 2回検討会

松本光朗 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティン
グ株式会社

H29.12.22 平成 29年度温室効果ガス排出量算定方法検討会第 1回
農業分科会

八代田千鶴 株式会社一成 H29.12.21 ～ 12.25 ヤクシカの試験捕獲における指導監督

松本光朗 京都府森林審議会 H29.12.25 京都府森林審議会

山下直子
多田泰之

近畿中国森林管理局 H30.1.15 都市型森林整備・保全検討会第 3回検討会

神崎菜摘 東京大学大学院農学生命科学研究科 H30.1.15 ～ 1.16 学位論文審査

八代田千鶴 近畿地方環境事務所 H30.1.22 平成 29年度大台ヶ原自然再生推進委員会（森林生態系・
ニホンジカ保護管理）第 2回ワーキンググループ

多田泰之 和歌山県東牟婁振興局 H30.1.23 ～ 1.26 治山・林道技術研修会講師

山下直子
多田泰之

滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 H30.1.29 第 3 回琵琶湖の保全・再生の視点に立った森林整備指
針検討会（現地検討会）
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八代田千鶴 株式会社一成 H30.2.2 第 10 回大杉谷国有林におけるニホンジカによる森林
被害対策指針実施検討委員会

八代田千鶴 奈良県くらし創造部 H30.2.6 奈良県自然環境保全審議会及び部会

衣浦晴生 奈良県まちづくり振興局 H30.2.8 春日山原始林保全計画検討委員会第 1回春日山原始林
ナラ枯れ対策ワーキンググループ会議

松本光朗 近畿中国森林管理局 H30.2.9 平成 29 年度保護林モニタリング調査評価等部会

奥田史郎 滋賀森林管理署 H30.2.15 平成 29 年度伊崎国有林の取扱いに関する検討におけ
るワーキンググループ会合（第 3回）

奥田史郎 京都府長岡京市農林振興課 H30.2.16 西山森林整備推進協議会平成 29 年度視察研修講師

松本光朗 一般社団法人日本森林技術協会 H30.2.20 平成 29 年度森林吸収源インベントリ情報整備事業「森
林経営」対象森林率調査調査委員会

松本光朗 一般社団法人日本森林技術協会 H30.2.21 平成 29 年度森林資源調査データ解析事業 (第 3期 )第
3回委員会及び平成 29 年度森林生態系多様性基本調査
における精度検証調査事業（第 4期）第 2回委員会

松本光朗 近畿中国森林管理局 H30.2.22 地域管理経営計画等に関する有識者懇談会

鳥居厚志 山口県農林水産部 H30.2.22 ～ 2.23 山口県中南部バイオマスエネルギー安定供給促進協議
会

奥田史郎 三重県農林水産部 H30.2.23 平成 29 年度第 2 回災害に強い森林づくり推進事業効
果検証アドバイザリーボード

八代田千鶴 京都府農林水産部 H30.2.23 平成 30 年度特定計画にかかる専門家会議

八代田千鶴 奈良県農林部 H30.2.26 シカによる森林被害緊急対策事業にかかる広域協議会
（第 4回）

溝口岳男 福井森林管理署 H30.3.1 気比の松原保全対策検討委員会

八代田千鶴 滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 H30.3.7 平成 29 年度第 3 回林業普及センター林業技術研修会
講師

山下直子
多田泰之

滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 H30.3.7 第 4 回琵琶湖の保全・再生の視点に立った森林整備指
針検討会

鳥居厚志 一般社団法人日本森林技術協会 H30.3.12 林野庁補助事業平成 29 年度地域材利用拡大緊急対策
事業地域竹材の利用促進対策竹材生産情報把握手法確
立事業検討委員会

家原敏郎 和歌山県農林水産部農林水産政策局 H30.3.15 和歌山県農林水産関係試験研究評価委員会（平成 29 年
度第 2回評価会議）

鳥居厚志 滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 H30.3.15 平成 30 年度森林土壌調査における事前評価

八代田千鶴 滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 H30.3.16 滋賀県森林審議会及び保全部会

八代田千鶴 京都府農林水産部 H30.3.23 平成 30 年度事業実施計画にかかる専門家会議
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5．職員研修（20 件）

氏名 実施機関 研修期間 研修内容

楢山真司 森林研究・整備機構 H29.4.11 ～ 4.13 国立研究開発法人森林研究・整備機構新規採
用者研修

森野茂一 近畿管区行政評価局 H29.6.9 情報公開・個人情報保護制度の運用に関する
研修会

細田育広 林業・木材製造業労働災害防止協会京都府支
部

H29.6.9 刈払機作業安全衛生教育

森野茂一 京都労働局 H29.6.13 労働保険年度更新・社会保険算定基礎届事業
所説明会

中尾勝洋 農林水産技術会議事務局 筑波産学連携支援セ
ンター

H29.6.28 ～ 6.30 第204回農林交流センターワークショップ「植
物科学・作物育種におけるフェノーム解析」

小南裕志 森林総合研究所 H29.7.9 ～ 7.14 平成 29 年度所内短期技術研修

髙橋公子 京都府公安委員会 H29.7.26 安全運転管理者講習

森野茂一 人事院近畿事務局 H29.8.10 人事院勧告説明会

垂水亜紀 森林総合研究所 H29.9.14 ～ 9.15 プロジェクト企画・立案研修（前期）

垂水亜紀 森林総合研究所 H29.9.28 ～ 9.29 プロジェクト企画・立案研修（後期）

髙橋公子
戸石　亮
土屋竜彦

国土交通省近畿地方整備局京都営繕事務所 H29.11.6 電気設備及び機械設備の考え方とその図面の
読み方に関する講習会

戸石　亮
飯島朋弘

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所 H29.11.9 入札談合等関与行為防止法研究会

森野茂一 総務省近畿総合通信局 H29.11.9 信書便制度説明会

森野茂一 人事院近畿事務局 H29.12.19 人事院給与法改正説明会

戸石　亮 一般社団法人京都府危険物安全協会連合会 H30.1.22 危険物取扱者保安講習

森野茂一 人事院近畿事務局 H30.2.9 人事院規則等改正説明会

土屋竜彦 環境省 H30.2.23 「グリーン購入法」及び「環境配慮契約法」
基本方針説明会

谷川東子
田中真哉

ＮＯＶＡホールディングス株式会社 H29.6.20 ～ H30.3.2 語学研修（英語）

森野茂一 人事院近畿事務局 H30.3.7 第 46 回近畿地区研修担当者会議

飯島朋弘 環境省 H30.3.9 「グリーン購入法」及び「環境配慮契約法」
基本方針説明会
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6．受託研修生受入（22 名）

氏　名 所属機関 研修内容 研修期間 受入担当グループ等

甘田　岳 京都大学大学院農学研究科
地域環境化学専攻森林生態
学分野

樹液流センサーによる樹木の乾燥適応戦略
の定量的評価

H29.5.15 ～ 6.20 森林環境研究グル
ープ

岩井淳治 新潟県森林研究所森林・林
業技術課

ニホンジカの生態、分布拡大機構の把握・
個体数推定法及び管理手法の習得・被害実
態の把握及び対策方法について

H29.7.10 ～ 8.4 生物多様性研究グ
ループ

稲元哲朗 京都府農林水産部農村振興
課

ツキノワグマの歯牙の組織標本作製、年齢
査定法の取得

H29.8.28 ～ 8.30 生物多様性研究グ
ループ

境　米造 京都府農林水産技術センタ
ー農林センター森林技術セ
ンター

ツキノワグマの歯牙の組織標本作製、年齢
査定法の取得

H29.8.28 ～ 8.30 生物多様性研究グ
ループ

大久保その子 京都府農林水産技術センタ
ー農林センター森林技術セ
ンター

ツキノワグマの歯牙の組織標本作製、年齢
査定法の取得

H29.8.28 ～ 8.30 生物多様性研究グ
ループ

田中　克 東京大学大学院農学生命科
学研究科博士後期課程森林
科学専攻

昆虫嗜好性線虫の分離、同定法の習得、お
よびマツノザイセンチュウ分散型幼虫形成機
構解明に関する科学生態学的解析法の習得

H29.4.1 ～ 9.30 生物多様性研究グ
ループ

境　米造 京都府農林水産技術センタ
ー農林センター森林技術セ
ンター

ツキノワグマの歯牙の組織標本作製、年齢
査定法の取得

H30.2.21 ～ 2.23 生物多様性研究グ
ループ

大久保その子 京都府農林水産技術センタ
ー農林センター森林技術セ
ンター

ツキノワグマの歯牙の組織標本作製、年齢
査定法の取得

H30.2.21 ～ 2.23 生物多様性研究グ
ループ

矢谷陽治 京都府農林水産部農村振興
課

ツキノワグマの歯牙の組織標本作製、年齢
査定法の取得

H30.2.21 ～ 2.23 生物多様性研究グ
ループ

内田真弥 京都府農林水産部農村振興
課

ツキノワグマの歯牙の組織標本作製、年齢
査定法の取得

H30.2.21 ～ 2.23 生物多様性研究グ
ループ

稲元哲朗 京都府農林水産部農村振興
課

ツキノワグマの歯牙の組織標本作製、年齢
査定法の取得

H30.2.21 ～ 2.23 生物多様性研究グ
ループ

浴野泰甫 鹿児島大学大学院連合農学
研究科・佐賀大学

昆虫嗜好性線虫の分離、同定及び透過性電
子顕微鏡を用いた線虫の形態観察の実習

H29.4.1 ～ H30.3.31 生物多様性研究グ
ループ

前田瑞貴 横浜国立大学環境情報学府 葉と根のリター分解に関する研究、溶存炭
素濃度の測定の習得

H29.6.12 ～ H30.3.31 森林環境研究グル
ープ

山本智充 名古屋大学理学部地球惑星
科学科

スギ・ヒノキ・クロマツ等土壌・細根中の
化学分析法、根形態解析手法、レーダ解析
手法の習得

H29.6.5 ～ H30.3.31 森林環境研究グル
ープ

土居龍成 名古屋大学大学院環境学研
究科地球環境化学専攻

スギ・ヒノキ・クロマツ等土壌・細根中の
化学分析法、根形態解析手法、レーダ解析
手法の習得

H29.6.5 ～ H30.3.31 森林環境研究グル
ープ

和田竜征 名古屋大学大学院環境学研
究科地球環境化学専攻

スギ・ヒノキ・クロマツ等土壌・細根中の
化学分析法、根形態解析手法、レーダ解析
手法の習得

H29.6.5 ～ H30.3.31 森林環境研究グル
ープ

参輪佳奈 兵庫県立大学環境人間学部 土壌中の無機態窒素量の測定 H29.7.1 ～ H30.3.31 森林環境研究グル
ープ

中川湧太 兵庫県立大学大学院環境人
間学科

土壌中の無機態窒素量の測定 H29.7.1 ～ H30.3.31 森林環境研究グル
ープ



Ⅵ　組織・情報・その他 71

北上雄大 三重大学大学院生物資源学
研究科

植物体および生息地土壌の化学分析法の取
得

H29.7.3 ～ H30.3.31 森林環境研究グル
ープ

河合将生 三重大学大学院生物資源学
研究科

植物体および生息地土壌の化学分析法の取
得

H29.7.3 ～ H30.3.31 森林環境研究グル
ープ

喜多晃平 三重大学大学院生物資源学
研究科

植物体および生息地土壌の化学分析法の取
得

H29.7.3 ～ H30.3.31 森林環境研究グル
ープ

今枝寛太 三重大学生物資源学部資源
循環学科

植物体および生息地土壌の化学分析法の取
得

H29.7.3 ～ H30.3.31 森林環境研究グル
ープ

7．特別研究員（2名）

氏　名 研究課題 受入期間 受入担当グループ等

安宅未央子 森林土壌圏における微生物動態に立脚した多様な有機物の分解呼吸プロ
セスの解明

H29.4.1 ～ H31.3.31 森林環境研究グループ

梅村光俊 竹林における植物ケイ酸体の動態解明による土壌改良機能活用法の提案 H29.4.1 ～ H30.9.30 森林環境研究グループ

8．海外派遣・出張（18 件）

氏　名 行き先 用　務 出張期間 備　考

諏訪錬平 フィリピン共和
国

「コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン
生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦
略」の代表者からの要請によるマングローブの炭素動
態調査

H29.4.21 ～ 4.30 受託（東京工業大学）

谷川東子 エストニア共和
国

国際学会「7th Internat iona l Sympos ium on 
Physiological Processes in Roots of Woody Plants」参
加・発表

H29.6.24 ～ 7.1 科研費

諏訪錬平 インドネシア共
和国

「コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン
生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦
略」の代表者からの要請によるマングローブの炭素動
態調査

H29.7.5 ～ 7.14 受託（東京工業大学）

神崎菜摘 アメリカ合衆国
（プエルトリコ）

ONTA（Organization of Nematologists of Tropical 
America：熱帯アメリカ線虫学連合）2017 年次集会・
創立 50 周年記念大会参加・発表

H29.7.9 ～ 7.16 科研費

中尾勝洋 アメリカ合衆国 アメリカ生態学会参加・発表 H29.8.7 ～ 8.13 交付金

高梨　聡 タイ王国 科研費「同位体年輪分析による落葉・常緑熱帯林の気
象・生理的環境応答の長期変動履歴の解明」による現
地調査

H29.8.9 ～ 8.14 科研費

多田泰之 モンゴル 明治大学の要請によるモンゴル国における地下水資源
の実態調査

H29.8.23 ～ 9.13 受託（明治大学）

諏訪錬平 フィリピン共和
国

「コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン
生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦
略」の代表者からの要請によるマングローブの炭素動
態調査

H29.8.30 ～ 9.13 受託（東京工業大学）

高梨　聡 マレーシア 「熱帯雨林における硫化カルボニルの動態：総光合成
量プロキシとしての評価」における現地調査

H29.9.9 ～ 9.20 科研費
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諏訪錬平 ブラジル連邦共
和国

科研費による課題「アマゾン熱帯林における低インパ
クト型択伐施業の可能性：樹種の成長特性に基づく検
証」の現地調査及び C/Pとの打合せ

H29.9.15 ～ 10.4 科研費

神崎菜摘 ドイツ 線虫試料の分類学的、系統学的解析（「随伴微生物お
よび最近縁種」において得られた試料の解析を含む）

H29.9.25 ～ 10.17 受託（マックスプラン
ク発生生物学研究所）

神崎菜摘 中華人民共和国
（台湾）

「台湾昆虫学会年次大会のシンポジウム」での特別講
演及びキクイムシ類に関するワークショップにおいて
キクイムシ類関連線虫相の解説と分離培養法の指導

H29.10.19 ～ 10.26 受託（台湾昆虫学会）

高梨　聡 マレーシア 「同位体年輪分析による落葉・常緑熱帯林の気象・生
理的環境応答の長期変動履歴の解明」における現地調
査

H30.1.26 ～ 2.2 科研費

諏訪錬平 ブラジル連邦共
和国

「アマゾン熱帯林における低インパクト型択伐施業の
可能性：樹種の成長特性に基づく検証」の現地調査及
び C/Pとの打合せ

H30.1.27 ～ 2.7 科研費

諏訪錬平 マレーシア フタバガキ科樹種の環境に対する成長応答予測の林業
へ導入の検討

H30.2.13 ～ 2.18 受託（国際農林水産業
研究センター）

中尾勝洋 中華人民共和国
（台湾）

台湾南部における熱帯林の分布に関する植生調査 H30.2.22 ～ 2.26 受託（東京農業大学）

諏訪錬平 フィリピン共和
国

「コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン
生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦
略」の代表者からの要請によるマングローブの炭素動
態調査

H30.2.21 ～ 3.4 受託（東京工業大学）

諏訪錬平 インドネシア共
和国

「コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン
生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦
略」の代表者からの要請によるマングローブの炭素動
態調査

H30.3.7 ～ 3.17 受託（東京工業大学）

9．業務遂行に必要な免許の取得・技能講習等の受講

技能講習等の種類 新規取得者数

安全運転管理者講習会 1
刈払機作業安全衛生教育講習 1

10．森の展示館（標本展示・学習館）
1．  展示の内容
　森林総合研究所関西支所の主な研究成果のパネル紹介のほか、森林に生息する動物の標本、ミニチュア版森林用ド
ロップネット、重い木・軽い木、木材標本の顕微鏡での観察などの展示を行っています。

2．  見学者数

区　分 国 都道府県 林業団体 一　般 学　生 外　国 合　計

人　数 13 21 40 304 897 0 1,275
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11．会　議

会　議　名 開　催　日 主　催 開　催　場　所

関西地区林業試験研究機関連絡協議会経営機械部会 H29.7.13 ～ 14 関西地区林業試験研究機関
連絡協議会

山口市「翠山荘」

関西地区林業試験研究機関連絡協議会森林環境部会 H29.7.5 ～ 6 関西地区林業試験研究機関
連絡協議会

滋賀県大津市「滋賀県大津合
同庁舎」

関西地区林業試験研究機関連絡協議会木材部会 H29.7.12 ～ 13 関西地区林業試験研究機関
連絡協議会

徳島市「ホテル千秋閣」

関西地区林業試験研究機関連絡協議会特産部会 H29.7.20 ～ 21 関西地区林業試験研究機関
連絡協議会

関西支所

関西地区林業試験研究機関連絡協議会育林・育種部
会

H29.7.4 ～ 5 関西地区林業試験研究機関
連絡協議会

滋賀県大津市「滋賀県大津合
同庁舎」

関西地区林業試験研究機関連絡協議会保護部会 H29.7.24 ～ 25 関西地区林業試験研究機関
連絡協議会

和歌山市「和歌山県ＪＡビル」

関西地区林業試験研究機関連絡協議会第 70 回総会及
び役員会

H29.9.7 ～ 8 関西地区林業試験研究機関
連絡協議会

大阪市「ＯＭＭビル」

林業研究・技術開発推進近畿・中国ブロック会議【研
究分科会・全体会議】

H29.10.4 林野庁
森林総合研究所

近畿中国森林管理局

関西支所業務報告会 H29.12.1 関西支所 関西支所

近畿北陸・中国地方業務連絡会 H29.12.12 ～ 13 関西支所
林木育種センター関西育種場
森林整備センター中部整備局
森林整備センター近畿北陸整
備局
森林整備センター中国四国整
備局

岡山県津山市「津山市西苫田
公民館内」

関西地域評議会 H30.2.23 関西支所
林木育種センター関西育種場

関西支所

近畿中国森林林業技術開発協議会 H30.3.20 関西支所
近畿中国森林管理局

近畿中国森林管理局
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12．諸行事

関西支所公開講演会
テーマ・講演題名 開　催　日 開　催　場　所

竹の駆除は容易じゃない

H29.10.30 龍谷大学響都ホール校
友会館

ひたすら伐れば竹は再生しなくなるのか？ 奥田史郎 (森林生態研究グループ )

除草剤を上手く使えば効率がよい 江崎功二郞（石川県農林総合研究セン
ター林業試験場）

駆除作業のコストや手間を試算する 佐々木達也（森林総合研究所林業工学
研究領域）

シンポジウム等
名称 開催日 主催 開催場所

里山広葉樹活用シンポジウム
　里山広葉樹のバリューチェーンはできるの
か？

H30.3.23 関西支所
近畿中国森林管理局

近畿中国森林管理局

諸行事
名称 開催日 主催 開催場所

「生き方探求　チャレンジ体験」（京都市立神
川中学校）

H29.6.6 ～ 9 京都市教育委員会（京都市立神川中
学校）

関西支所

「職場体験」（京都教育大学附属桃山中学校） H29.6.27 ～ 29 京都教育大学附属桃山中学校 関西支所

第 1回森林教室（ミニ講義・葉脈標本づくり） H29.7.23 関西支所 関西支所

「森林とのふれあい 2017」関西育種場一般公
開

H29.8.6 林木育種センター関西育種場
関西支所
森林整備センター中国四国整備局

林木育種センター関西
育種場

シカ被害防護対策並びに列状間伐の普及に向
けた現地検討会

H29.10.12 ～ 13 関西支所
近畿中国森林管理局

岡山県備前市大師谷国
有林
岡山県新見市入開山国
有林

京都科学屋台ネットワ－ク「わくわくサイエ
ンススタンプラリ－」

H29.11.1 ～ 30.3.31 京都科学屋台ネットワーク 関西支所

京都府立莵道高校からの連携事業「科学研究
実践活動推進プログラム 学校活動型」

H29 .10 .17，24，31，
11.14，12.11

科学技術振興機構（京都府立莵道高
校）

京都府立莵道高校
関西支所

第 2回森林教室（ミニ講義・まつぼっくりツ
リ－づくり）

H29.12.16 関西支所 関西支所

第 23 回京都ミュ－ジアムロ－ド H30.1.24 ～ 3.20 京都市内博物館施設連絡協議会
京都市教育委員会

関西支所

第 3回森林教室（ミニ講義・木工クラフトづ
くり）（兼）第 12 回「科博連サイエンスフェ
スティバル」

H30.2.17 京都市科学系博物館連絡協議会
関西支所

関西支所
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シカ被害対策技術交流会 H30.3.6 近畿地方環境事務所
近畿中国森林管理局
関西支所

近畿中国森林管理局

13．試験地一覧表
国　有　林

試　験　地　名 森　林
管理署

森　林
事務所 林　小　班 樹 種

面　積
(ha)

設定
年度

終了
予定
年度

担当研究
グループ (G)

高取山スギ人工林皆伐用材林
作業収穫試験地

奈　良 吉　野 49 ほ スギ 0.40 昭 10 西暦
2049

森林資源管理

高取山ヒノキ人工林皆伐用材
林作業収穫試験地

奈　良 〃 56 ほ ヒノキ 0.40 昭 10 2022 森林資源管理

高野山スギ人工林皆伐用材林
作業収穫試験地

和歌山 高　野 231 ろ スギ 0.17 昭 10 2021 森林資源管理

高野山ヒノキ人工林皆伐用材
林作業収穫試験地

和歌山 〃 231 ろ ヒノキ 0.25 昭 10 2021 森林資源管理

滝谷スギ人工林皆伐用材林作
業収穫試験地

兵　庫 波　賀 136 ち スギ 2.25 昭 11 2019 森林資源管理

遠藤スギその他択伐用材林作
業収穫試験地

岡　山 上斎原 39 ろ スギ 1.67 昭 12 2056 森林資源管理

奥島山アカマツ天然林画伐用
材林作業収穫試験地

滋　賀 八　幡 79 は アカマツ 1.75 昭 13 2027 森林資源管理

地獄谷アカマツ天然林その他
択伐用材林作業収穫試験地

奈　良 郡　山 17 わ アカマツ　ス
ギ ･ヒノキ

1.73 昭 15 2041 森林資源管理

篠谷山スギ人工林皆伐用材林
作業収穫試験地

鳥　取 根　雨 715 い スギ 0.80 昭 34 2043 森林資源管理

茗荷渕山ヒノキ人工林皆伐用
材林作業収穫試験地

三　重 飛　鳥 841 へ ヒノキ 0.71 昭 35 2069 森林資源管理

白見スギ人工林皆伐用材林作
業収穫試験地

和歌山 新　宮 105 ほ スギ 1.24 昭 37 2071 森林資源管理

六万山スギ人工林皆伐用材林
作業収穫試験地

石　川 白　峰 55 る スギ 0.79 昭 37 2066 森林資源管理

竜の口山量水試験地 岡　山 岡　山 811 ほ･に･は
･と･ち･り･
ろ・ニ・ロ

アカマツ他 44.99 昭 10 2020 森林環境

竹林施業技術の改良試験地 京都大阪 木　津 523 へ マダケ 0.13 昭 61 2022 森林生態

北谷水文試験地 京都大阪 木　津 509 い 広葉樹 51.60 昭 63 2021 森林環境

嵐山国有林風致試験地 京都大阪 東　山 38 スギ他 59.03 平元 2018 森林資源管理
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スギ花粉暴露回避試験地 京都大阪 醍　醐 30 ね スギ 0.15 平 15 2022 森林生態

醍醐山共同試験地 京都大阪 醍　醐 30 な スギ 0.15 平 21 2022 森林生態


