
15 講習・指導

（１）講習・指導実施状況（平成26年度）

組織名
会議での
指導

講習会
現地（巡回）

指導
文書での
指導

来所（場）
による指導

計

林木育種センター 4 5 4 12 1 26

北海道育種場 6 4 23 8 7 48

東北育種場 1 4 13 2 7 27

関西育種場 7 3 5 40 14 69

九州育種場 5 5 5 7 6 28

合　計 23 21 50 69 35 198
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（２）講習・指導実施状況詳細
①林木育種センター

実施年月日 講習・指導の形態 相手方
相手
人数

講習・指導の内容

H26.4.9 文書での指導 山梨県森林総合研究所 1 採種園設計

H26.4.21 講習会
福島県林業研究センター
福島県農林種苗農業協同組合

15 コンテナ苗の育苗

H26.5.30 文書での指導 愛知県森林・林業技術センター 1
少花粉スギ採種園の設計（植栽間隔、原種の
配布）

H26.6.5 講習会 住友林業株式会社筑波研究所 4 つぎ木

H26.7.4 会議での指導
関東森林管理局森林整備部
計画保全部

7
カラマツ第二世代精英樹（エリートツリー）の開
発状況について

H26.7.4 会議での指導 中部森林管理局森林整備部 5
カラマツ第二世代精英樹（エリートツリー）の開
発状況について、カラマツ苗木の生産

H26.7.4 現地指導 中部森林管理局森林整備部 3 採種園の管理と整備に関する技術

H26.7.17 会議での指導

関東森林管理局、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、神奈
川県山林種苗協同組合、日本製紙株式会
社、住友林業株式会社

38
開発品種の特性、
関東育種基本区の林木育種事業における被害
分析依頼と対処について

H26.7.28 文書での指導 中部森林管理局森林整備部技術普及課 1 マルチキャビティコンテナ

H26.7.30 会議での指導
関東森林管理局森林整備部、吾妻森林管理
署、群馬県林政課、群馬県林業試験場

7 旧田代第一採種園の整備に関する技術情報

H26.8.14 文書での指導 栃木県林業センター 1 苗畑管理

H26.8.15 文書での指導 栃木県林業センター 1 少花粉スギ通常型採種園造成計画

H26.8.27 文書での指導 山梨県森林総合研究所 1 球果採取

H26.8.29 文書での指導 新潟県森林研究所 1 採種園の設計

H26.9.3 文書での指導 愛知県森林・林業技術センター 1 採種園の設計

H26.9.9 文書での指導 栃木県山林種苗緑化樹協同組合 1 苗畑管理

H26.9.18 講習会 栃木県林業センター 2 つぎ木、さし木

H26.10.28 講習会

長野県佐久地方事務所、上小地方事務所、
下伊那地方事務所、長野地方事務所、北信
地方事務所、森林政策課、森林づくり推進
課、林業総合センター

10
カラマツエリートツリーの開発、原種の配布手続
き、カラマツ採種園の管理全般

H26.10.28 現地指導

長野県佐久地方事務所、上小地方事務所、
下伊那地方事務所、長野地方事務所、北信
地方事務所、森林政策課、森林づくり推進
課、林業総合センター

10
受光伐、樹形誘導等カラマツ採種園整備の方
向性

H26.10.28 現地指導

長野県佐久地方事務所、上小地方事務所、
下伊那地方事務所、長野地方事務所、北信
地方事務所、森林政策課、森林づくり推進
課、林業総合センター

10
受光伐、樹形誘導等カラマツ採種園整備の方
向性

H26.10.29 講習会
長野県上伊那地方事務所、下伊那地方事務
所、木曽地方事務所、松本地方事務所、林業
総合センター

5
カラマツエリートツリーの開発、原種の配布手続
き、カラマツ採種園の管理全般

H26.10.29 現地指導
長野県上伊那地方事務所、下伊那地方事務
所、木曽地方事務所、松本地方事務所、林業
総合センター

5 カラマツ、アカマツ、ヒノキ樹形誘導

H26.11.5 文書での指導 長野県林業総合センター 1 採種園の管理

H26.11.10 文書での指導 栃木県林業センター 1 原種の配布

H26.12.15 文書での指導 栃木県林業センター 1 採種園設計

H27.1.20 来所(場)者への指導 緑地創造研究会 1
スギ採種園跡地のクロマツ採種園の造成につ
いて

②北海道育種場

実施年月日 講習・指導の形態 相手方
相手
人数

講習・指導の内容

H26.5.13 現地指導 北海道森林管理局、後志森林管理署 10 採種園の植栽について

H26.5.15 講習会
北海道森林管理局、上川中部森林管理署、
北海道森林整備課、山林種苗協同組合、竹
内山林緑化農園

12 採種園の植栽及び管理について

H26.5.16 講習会
北海道大学農学部森林科学科森林繁殖遺伝
学受講生

30
北海道の林木育種事業及びヤナギバイオマス
育種、カラマツ属の着花調査について

H26.5.26～
5.27

現地指導
北海道森林整備課、道立総研林業試験場、
後志森林室

16 採種園の植栽について

H26.6.12 講習会 札幌工科専門学校 13 林木育種事業及び増殖方法について

H26.6.16 現地指導 北海道森林管理局、森林調査隊 6 トドマツ、カラマツ類着花調査について

H26.6.19 現地指導 森林調査隊 6
トドマツ、アカエゾマツ、カラマツ類着花調査に
ついて

79



H26.6.20 現地指導 森林調査隊 4 トドマツ着花調査について

H26.6.24 現地指導 北海道森林管理局、森林調査隊 7 カラマツ、アカエゾマツ着花調査について

H26.6.25 現地指導 北海道森林管理局、森林調査隊 12 トドマツ、アカエゾマツ着花調査について

H26.6.26 現地指導 北海道森林管理局、森林調査隊 4 トドマツ着花調査について

H26.6.27 現地指導 森林調査隊 5 トドマツ、カラマツ類着花調査について

H26.6.28 来所(場)者への指導 一般市民 64 林木育種事業、挿し木増殖について

H26.6.30 現地指導 北海道森林管理局、森林調査隊 5 トドマツ、アカエゾマツ着花調査について

H26.7.4 現地指導
北海道ニッタ（株）、北海道森林整備課、道立
総研林業試験場、北海道十勝総合振興局林
務課

12 間伐特措法（特定増殖事業）について

H26.7.8～
7.9

会議での指導

北海道森林管理局、北海道森林整備課、森
林総研北海道支所、道立総研林業試験場、
北海道森林整備事業連合協議会、北海道森
林組合連合会森林整備課、造林協会、栄林
会、オホーツク総合振興局、上川総合振興局

36
勝山採種園の着花調査状況及びコンテナ苗の
根茎について

H26.7.18 来所(場)者への指導 日南町森林組合 3
カラマツ及びグイマツ雑種についての育種事業
の概略

H26.7.25 文書での指導 北海道森林管理局 1 採種園管理について

H26.8.1 現地指導 北海道森林整備課、後志総合振興局森林室 3 採種園の育成・管理について（獣害防除）

H26.8.22 来所(場)者への指導 道立総研林業試験場 2 ヤナギ属等早成樹の栽培について

H26.8.27 会議での指導

北海道十勝総合振興局産業振興部林務課、
北海道オホーツク総合振興局産業振興部林
務課、下川町、滝上町、浦幌町、北海道山林
種苗協同組合、北海道森林組合連合会、北
海道山林種苗（協）、清水町森林組合、浦幌
町森林組合、（有）石田農園、安藤山林緑化
（有）、佐々木産業（有）、（株）後楽園、住友
林業（株）山林環境本部　山林部　紋別山林
事務所、小寺苗畑、北海道ニッタ（株）、（有）
谷口種苗農園、北海道森林整備課、道立総
研林業試験場

29
クリーンラーチ採種園を造成するための特定増
殖事業に関する説明会

H26.9.5 現地指導
（有）石田農園、北海道森林整備課、道立総
研林業試験場、北海道空知総合振興局林務
課

7 間伐特措法（特定増殖事業）について

H26.9.11 文書での指導 北海道森林整備課 1
特定増殖事業者が利用する採種園マニュアル
について

H26.9.18 現地指導
（有）谷口種苗農園、北海道森林整備課、道
立総研林業試験場、北海道釧路総合振興局
林務課

9 間伐特措法（特定増殖事業）について

H26.9.19 文書での指導 道立総研林業試験場 1 種子の貯蔵について

H26.10.1 現地指導
（株）後楽園、北海道森林整備課、道立総研
林業試験場、北海道オホーツク総合振興局
産業振興部林務課

5 間伐特措法（特定増殖事業）について

H26.10.6 現地指導
北海道森林整備課、道立総研林業試験場、
北海道渡島総合振興局西部森林室、（有）ニ
シモク

7
採種園の育成・管理について（球果採取及び
剪定等）

H26.10.7 現地指導 道立総研林業試験場道南支場 3 苗木育成・管理について

H26.10.14 文書での指導 北海道森林整備課 1
特定増殖事業者が利用する採種園マニュアル
について

H26.10.15 現地指導 北海道根室総合振興局林務課 7 苗木調査方法について

H26.10.16 現地指導
古瀬山林種苗農園、北海道森林整備課、道
立総研林業試験場、北海道根室総合振興局
林務課

10 間伐特措法（特定増殖事業）について

H26.10.17 現地指導
（有）小松フラワー、北海道森林整備課、道立
総研林業試験場、北海道根室総合振興局林
務課

8 間伐特措法（特定増殖事業）について

H26.10.20 文書での指導 北海道根室総合振興局林務課 1 苗木審査方法について（TR率）

H26.10.27 文書での指導 道立総研林業試験場道南支場 1 ヒバ採種園の設計について

H26.11.12 現地指導 佐々木産業（有） 2 間伐特措法（特定増殖事業）について

H26.11.17 文書での指導 北海道森林整備課 1 特定増殖事業者に対する今後の流れ

H26.11.17 来所(場)者への指導 一般市民 1 グイマツ雑種について

H26.11.18 来所(場)者への指導

(有)石田農園、佐々木産業(有)、住友林業
(株)、(株）後楽園、滝上町、(有）谷口種苗農
園、北海道ニッタ(株）、古瀬山林種苗農園、
(有)岸苗畑、(有）大坂林業、北海道山林種苗
協同組合、北海道オホーツク総合振興局林
務課、十勝総合振興局林務課、北海道森林
整備課、道立総研林業試験場

22 つぎ木苗床づくりについて

H26.11.28 来所(場)者への指導 中友会北海道支部 12 林木遺伝資源の探索・収集・保存について

H27.1.7 文書での指導 北海道森林整備課 1 スギミニチュア採種園の着花状況について
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H27.1.30 会議での指導
北海道森林管理署、森林管理署、北海道庁、
林業団体ほか

100
北海道での林木種子生産における国有林採種
園の役割と改良への取り組み

H27.2.17 会議での指導
北海道森林管理署、北海道森林整備課、道
立総研林業試験場、北海道山林種苗協同組
合、北海道森林組合連合会ほか

143 コンテナ苗の取組について

H27.3.3 現地指導
(株)後楽園、北海道オホーツク総合振興局産
業振興部林務課

5 特定母樹の増殖等について

H27.3.13 講習会

北海道森林管理局、北海道森林整備課、道
立総研林業試験場、北海道山林種苗協同組
合、北海道森林組合連合会、住友林業(株)、
北海道ニッタ(株)ほか

39 つぎ木によるクローン増殖について

H27.3.17 会議での指導
北海道森林管理局、北海道森林整備課、道
立総研林業試験場、北海道山林種苗協同組
合、北海道森林組合連合会ほか

28 コンテナ苗の取組について

H27.3.20 会議での指導
北海道森林整備課、オホーツク総合振興局ほ
か

58 北海道の林木育種について

H27.3.27 現地指導
北海道ニッタ（株）、北海道十勝総合振興局
林務課、浦幌森林組合

7 特定母樹の増殖等について

H27.3.30 来所（場）者への指導 県立秋田大学生 3 林木育種事業について

③東北育種場

実施年月日 講習・指導の形態 相手方
相手
人数

講習・指導の内容

H26.4.10 現地指導 宮城県林業技術総合センター 1 種苗生産技術

H26.4.26～
4.25

講習会
宮城県林業技術総合センター、秋田県林業
研究研修センター、山形県森林研究研修セ
ンター、新潟県森林研究所

6 コンテナ苗の育苗技術

H26.4.24 文書での指導 庄司林業 1 サクラの増殖について

H26.5.16 現地指導 秋田県林業研究研修センター 2 採種園植栽設計方法
H26.5.21～
5.22

現地指導
新潟県森林研究所、新潟県治山課、新潟県
長岡地域振興局

5 ミニチュア採種園剪定方法

H26.5.22 講習会
岩手大学農学部共生環境課程森林科学コー
ス

16
林木育種事業の進め方、クローン増殖実習（ス
ギのつぎ木、ツツジのさし木）

H26.6.10 現地指導 東北森林管理局技術普及課 1 検定林設定方法

H26.6.11 現地指導 青森県樹木医 1 エゾエノキのさし木

H26.6.27 現地指導
東北育種基本区管内の各県(育種事業研究
関係)、福島県

15 材質調査方法

H26.7.9 来所(場)者への指導
岩手大学農学部共生環境課程森林科学コー
ス

1 林木育種の講義と材線虫接種方法

H26.8.19～
8.22

来所(場)者への指導
岩手大学農学部共生環境課程森林科学コー
ス

1
樹脂道指数によるマツ属の樹種同定、材線虫
抵抗性検定の調査及び取りまとめ方法、ジーン
バンク事業の進め方

H26.9.29 現地指導 東北森林管理局技術普及課 1 検定林調査方法

H26.10.8 現地指導
秋田県鹿角地域振興局、森林組合、素材生
産業者、秋田県山林種苗協同組合、米代東
部森林管理署

30 コンテナ苗の特徴

H26.10.16 現地指導
東北森林管理局技術普及課、米代東部森林
管理署

4 コンテナ苗の特徴

H26.11.5 講習会

青森県産業技術センター林業研究所、宮城
県林業技術総合センター、秋田県林業研究
研修センター、山形県森林研究研修セン
ター、新潟県治山課、新潟県森林研究所

9 コンテナ苗の育苗技術

H26.11.12 来所(場)者への指導 ユニチカ 1 ラブシート使用方法

H26.11.17 現地指導
新潟県森林研究所、新潟県治山課、新潟県
長岡地域振興局

5 採種穂園の管理

H26.11.27 来所(場)者への指導 西和賀町役場 2 西和賀地方におけるヒバ造林の可能性

H26.12.8 来所(場)者への指導 弘前大学農学生命科学部生物学科 2
顕微鏡による広葉樹あて材および道管の配列
の観察方法の取得

H26.12.16 来所(場)者への指導 由利森林管理署 6 エリートツリーの選抜、コンテナ苗の特徴
H26.12.18～
12.19

会議での指導
東北育種基本区管内の各県(育種担当)及び
東北森林管理局

11
新品種等の開発、着花促進技術、検定林調査
ほか

H27.1.8 現地指導 青森県産業技術センター林業研究所 2 つぎ木技術を用いた研究指導

H27.1.14 来所(場)者への指導 宮城県林業技術総合センター 2 マツ種子のエタノール精選方法

H27.2.10 現地指導 山形県森林研究研修センター 2 つぎ木技術を用いた研究指導

H27.2.16 文書での指導 香川県森林センター 1 マツ種子のエタノール精選方法

H27.2.19 現地指導 宮城県林業技術総合センター 1 クロマツさし木技術を用いた研究指導

H27.3.17 講習会 宮城県林業技術総合センター 1
スギの第二世代精英樹の選抜及び解析ソフト
の操作
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④関西育種場

実施年月日 講習・指導の形態 相手方
相手
人数

講習・指導の内容

H26.4.18 来所（場）者への指導 鳥取県林業試験場 3 トチノキの接ぎ木について

H26.4.22 来所（場）者への指導 近中局森林技術支援センター 4 ファコップの使用法について

H26.5.19 来所（場）者への指導 一般市民（津山市） 1 庭木のマツの相談

H26.5.22 文書での指導 山口森林管理事務所 1
滑松の害虫（マツノキハバチ類）の対処方法に
ついて

H26.5.22 文書での指導 滋賀県林業普及センター 1 ミツマタ種子の取扱いについて

H26.5.28 会議での指導
高知県、高知県内の森林組合、種苗緑化協
同組合

56 エリートツリー及び試験地について

H26.5.29 会議での指導
四国地区林業技術開発会議(四国4県の普
及、研究担当者)

20
スギ特定母樹、エリートツリー等、開発品種の最
新情報について

H25.6.3 文書での指導 香川県森林センター 1 針葉樹種子の冷凍貯蔵について

H25.6.4 会議での指導 関西林木育種懇話会 23
初期成長の早いスギおよびヒノキ精英樹さし木
クローン植栽共同試験の状況について、開発
品種の説明

H26.6.24 文書での指導 徳島県林業戦略課 1 スギ採種園の着花促進について

H26.6.25 会議での指導
府県の研究担当者、近畿中国及び四国森林
管理局（関西林試協育林・育種部会）

35
抵抗性マツの次世代化と現地適応性の評価及
びスギの遺伝的能力を活用した低コスト育林

H26.7.5 来所（場）者への指導 愛媛県森林整備課 3
花粉症対策品種、エリートツリーの増殖等につ
いて、ミニチュア採種園の管理について

H26.7.8 文書での指導 岡山県農林水産総合センター森林研究所 1 ヒノキのジベレリンによる着花促進処理について

H26.7.16 現地指導 島根県森林整備課、緑化センター 5
スギミニチュア採種園設定地の現地検討（土壌
改良等）

H26.7.17 文書での指導 島根県森林整備課 1 土壌改良の時期について
H26.7.18 文書での指導 島根県森林整備課 1 ミニチュア採種園の土壌改良（緑肥）について
H26.8.1 文書での指導 福井県総合グリーンセンター 1 花粉症対策品種の開発方法について

H26.8.5 文書での指導 島根県森林整備課 1
関東育種基本区のミニチュア採種園の植栽間
隔について

H26.8.20 文書での指導 愛媛県森林整備課 1 ミニチュア採種園の種子生産量について

H26.8.25 文書での指導 島根県森林整備課 1 ミニチュア採種園の土壌改良設計

H26.9.5 文書での指導 島根県緑化センター 1
雪害抵抗性品種の開発方法について、精英樹
の特性評価方法について

H26.9.26 文書での指導 島根県森林整備課 1
ミニチュア採種園の土壌改良伴う緑肥（ヘア
リーベッチ）について

H26.9.29 講習会
府県行政担当者及び研究並びに近畿中国森
林管理局等

40 育種区と種苗配布区域について

H26.9.30 会議での指導
府県行政担当者及び研究並びに近畿中国森
林管理局等（育種分科会）

40 林木育種の推進について

H26.9.30 会議での指導
府県研究担当者及び近畿中国森林管理局等
（近畿・中国ブロック研究分科会）

51 ヒノキエリートツリーの開発と普及について

H26.10.2 文書での指導 島根県森林整備課 1
ミニチュア採種園の土壌改良伴う緑肥（ヘア
リーベッチ）について

H26.10.3 文書での指導 岡山県森林研究所 1 スギミニチュア採種園の種子生産量について

H26.10.5 来所（場）者への指導 一般市民 200
林木育種事業（マツノザイセンチュウ抵抗性品
種、花粉症対策品種、ジーンバンク事業）

H26.10.8 文書での指導 鳥取県林業試験場 1 採種園の植栽配置設計方法について

H26.10.9 会議での指導
県研究担当者及び四国森林管理局等（四国
ブロック研究分科会）

22 ヒノキエリートツリーの開発と普及について

H26.10.17 文書での指導 島根県緑化センター 1 少花粉ヒノキミニチュア採種園設定について

H26.10.20 文書での指導
徳島県次世代プロジェクト推進室

1 特定増殖事業計画書の作成について

H26.10.22 来所（場）者への指導
土佐林業クラブ会員、高知大学農学部、高知
県森林技術センター、森林総合研究所四国
支所

30
精英樹選抜育種事業の概要、スギエリートツ
リーの選抜とクローン検定

H26.10.24 文書での指導 大阪府みどり推進課 1 特定増殖事業計画書の作成について

H26.10.24 来所（場）者への指導 徳島県立農林水産総合技術支援センター 4
育種についての研究、特定母樹増殖やミニチュ
ア採種園設定等について

H26.10.24 文書での指導 福井県総合グリーンセンター 1 スギミニチュア採種園の設定について

H26.10.27 文書での指導 島根県緑化センター 1 少花粉ヒノキミニチュア採種園設定について

H26.10.28 文書での指導 滋賀県林業普及センター 1 採種園設定について

H26.10.31 文書での指導 徳島県次世代プロジェクト推進室 1 発芽試験について

H26.11.6 文書での指導 京都府林務課 1 花粉症対策品種の開発方法について

H26.11.10 文書での指導 徳島県次世代プロジェクト推進室 1 発芽試験及び採種穂園設定について

H26.11.12～
11.14

来所（場）者への指導 勝央町立勝央中学校 2
職場体験を兼ね、関西育種場概要、ジーンバ
ンク事業及びマツノザイセンチュウ抵抗性育種
事業について

H26.11.17 文書での指導
徳島県次世代プロジェクト推進室

1
特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指
針について
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H26.11.17 来所（場）者への指導 阿東林業振興会 8 関西育種場における新品種の開発について

H26.11.17 来所（場）者への指導 京都府立大学生命環境科学研究科 8
林木育種の進め方、マツノザイセンチュウ抵抗
性育種、花粉症対策品種の開発

H26.11.18 文書での指導 福井県総合グリーンセンター 1 抵抗性マツ採種園設定について

H26.11.19 来所（場）者への指導 兵庫県立山崎高等学校 28 関西育種場における新品種の開発について

H26.11.19 文書での指導 大阪府みどり推進課 1 特定増殖事業計画書の作成について

H26.11.20 文書での指導
徳島県立農林水産総合技術支援センター資
源環境研究課

1 スギミニチュア採種園の設計について

H26.12.12 文書での指導 福井県総合グリーンセンター 1
マツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発状況に
ついて、少花粉スギの特性について

H26.12.25 文書での指導 福井県総合グリーンセンター 1
東北育種基本区で開発された少花粉スギの特
性について

H27.1.6 文書での指導 京都府森林技術センター 1 花粉症対策品種の開発に必要な調査について

H27.1.8 講習会
山口県農林総合センター、広島県林業指導
センター、岡山県森林研究所

7
測かん鎌による抵抗性アカマツ接ぎ木用穂木
の採取について

H27.1.8～
1.9

現地指導 広島県林業指導センター 3 検定林からの接ぎ木用穂木の採取方法

H27.1.9 現地指導 岡山県森林研究所 2 検定林からの接ぎ木用穂木の採取方法
H27.1.16 文書での指導 京都府（一般市民） 1 ヤマザクラのさし木増殖について
H27.1.28 文書での指導 石川県林業試験場 1 クロマツ球果の芯食い虫による被害について
H27.2.6 文書での指導 福井県総合グリーンセンター 1 スギ、ヒノキ3倍体について
H27.2.12 来所（場）者への指導 一般市民（長野県） 1 育種全般について
H27.2.13 来所（場）者への指導 京都府立林業大学校 22 林木育種事業の現状と将来について

H27.2.19～
2.20

講習会 関西育種基本区府県林業試験研究機関 12 ミニチュア採種園の設計及び接ぎ木増殖

H27.2.25～
2.26

現地指導 滋賀県林業普及センター 9 ミニチュア採種園の剪定・管理及び接ぎ木増殖

H27.2.26 来所（場）者への指導 徳島県立農林水産総合技術支援センター 4 さし木増殖及び採穂園の管理法について

H27.3.12 現地指導
京都御苑管理事務所、
（一財）国民公園協会、京都御苑

17 サクラのつぎ木増殖

H27.3.12 文書での指導
徳島県 林業戦略課　次世代プロジェクト推進
室

1 エリートツリーの初期成長特性について

H27.3.19 文書での指導
徳島県 林業戦略課　次世代プロジェクト推進
室

1 特定母樹の雄花着花性について

H27.3.19 文書での指導 鳥取県林業試験場 1 花粉症対策品種の開発に必要な調査について

H27.3.20 文書での指導 近畿中国森林管理局森林整備部技術普及課 1 クスノキのさし木に関する資料について

H27.3.26 文書での指導 和歌山県林業試験場 1 ヒノキミニチュア採種園の配置設計について

⑤九州育種場

実施年月日 講習・指導の形態 相手方
相手
人数

講習・指導の内容

H26.4.24 文書での指導 一般市民 1 ウメのアブラムシ対策について

H26.5.14～
5.15

会議での指導

九州大学、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、森
林管理局、森林技術支援センター、九州支所
（研究担当者会議）

23
スギ・ヒノキの育種、マツノザイセンチュウ抵抗性
育種等について

H26.5.21 来所(場)者への指導 日本製紙木材 1 特定母樹の概要および申請等について

H26.7.25 会議での指導

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、日本森林技術協会九州
事務所、福岡県樹苗農業協同組合、大分県
樹苗生産農業協同組合、九州支所、農地整
備ｾﾝﾀｰ、（コンテナ苗生産技術向上検討会）

38
特定母樹およびエリートツリーの普及に向けた
取組について

H26.7.28 講習会
佐伯市農林課、佐伯広域森林組合、大分県
林業研究部、大分県南部振興局

9 採穂園造成および特定母樹の活用について

H26.8.4 来所(場)者への指導 九州大学、九州大学大学院 3 マツノザイセンチュウの接種について

H26.8.11～
8.22

来所(場)者への指導 鹿児島県森林技術総合センター森林環境部 1 採穂園のDNAタイピングについて

H26.8.22 現地指導
熊本県農林水産部森林局、熊本県球磨地域
振興局

3 ヒノキ採種園の管理について

H26.8.27 文書での指導 熊本県農林水産部森林局 1 ヒノキ採種園での施肥について

H26.9.3～
9.4

会議での指導

林野庁、九州大学、宮崎大学、福岡県、佐賀
県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児
島県、沖縄県、九州森林管理局、農地整備ｾ
ﾝﾀｰ、農地整備ｾﾝﾀｰ九州整備局、民間企
業、（林業研究・技術開発推進九州ブロック会
議育種分科会）

39
林木育種の推進および特定母樹の普及につい
て他
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H26.9.8 来所(場)者への指導
大分県農林水産研究指導センター林業研究
部

1
さし木育苗に係る基礎・調査方法、採穂台木に
係る樹形誘導方法、優良品種の開発・選定方
法について

H26.9.26 文書での指導 長崎県農林水産部森林整備室 1 スギ、ヒノキ等の種子採種について

H26.10.1 会議での指導

九州森林管理局、農地整備センター九州整
備局、佐賀水源林整備事務所、熊本水源林
整備事務所、大分水源林整備事務所、宮崎
水源林整備事務所、鹿児島水源林整備事務
所、民間企業、阿蘇森林組合、菊池森林組合
（業務検討会）

55 エリートツリー試験実施に係る検討

H26.10.2 文書での指導 長崎県農林水産部森林整備室 1 採種園産種子の発芽率について

H26.11.6 来所(場)者への指導

九州森林管理局、福岡森林管理署、長崎森
林管理署、熊本森林管理署、宮崎北部森林
管理署、宮崎森林管理署、大隅森林管理署、
沖縄森林管理署、都城支署

13
林木育種の基礎知識、技術指導及び計測機器
の使用方法等

H26.11.14 講習会
熊本県農林水産部森林局、熊本県県南広域
本部球磨地域振興局林務課、くま中央森林
組合

6 ヒノキ採種園の樹形誘導および施肥について

H26.11.17～
11.21

来所(場)者への指導
大分県農林水産研究指導センター林業研究
部

1
さし木育苗に係る基礎・調査方法、採穂台木に
係る樹形誘導方法、優良品種の開発・選定方
法について

H27.1.22 講習会

大分県農林水産部、大分県農林水産研究指
導センター林業研究部、大分県中部振興局
農林漁村振興部、大分県南部振興局農林漁
村振興部

14
特定母樹およびエリートツリーの普及に向けた
取組について

H27.1.23 現地指導 長崎県農林技術開発センター 2 ヒノキ実生苗の育苗について

H27.2.2 講習会
佐賀県林業試験場、池田林業、角田林業、佐
賀県種苗組合

17
ヒノキ採種園およびスギ採穂園の樹形誘導およ
び施肥について

H27.2.6 現地指導 熊本県林業研究指導所 3
クロマツ採種園の樹形誘導および施肥につい
て

H27.2.10 現地指導 熊本県林業研究指導所 3 スギ雄花着花調査方法について

H27.2.12 文書での指導
大分県農林水産研究指導センター林業研究
部

1 スギ植栽木への施肥について

H27.2.20 文書での指導 長崎県農林技術開発センター森林研究部門 1 実生苗の養苗について

H27.3.9 会議での指導

九州森林管理局、森林総合研究所九州支
所、森林総合研究所九州整備局、森林総合
研究所九州整備局熊本水源林整備事務所
（九州森林技術開発協議会）

43
九州育種場の概要、九州地域におけるクロマツ
の抵抗性育種事業について

H27.3.11～
3.13

講習会 鹿児島県森林技術総合センター他 11 スギの採穂およびつぎ木増殖について

H27.3.24 現地指導 佐賀県林業試験場 4 スギのさし木およびつぎ木増殖について

H27.3.30 文書での指導 鹿児島県環境林務部森林経営課 1 マツの着花促進について
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