
16　会議・学会等（平成26年度）
　①　林木育種センター

会  議  等  名 場所（機関名）

林業研究・技術開発推進北海道ブロック会議 H26.9.25 北海道札幌市（かでる2・7）

林業研究・技術開発推進東北ブロック会議 H26.9.8 ～ 9 岩手県盛岡市（東北支所）

林業研究・技術開発推進関東・中部ブロック会議 H26.9.16 ～ 17 東京都千代田区（農林水産省）

林業研究・技術開発推進近畿・中国ブロック会議 H26.9.29 ～ 30
大阪市北区
（近畿中国森林管理局）

林業研究・技術開発推進九州ブロック会議 H26.9.2 ～ 4 熊本県熊本市（九州森林管理局）

保護林制度に関する有識者会議 東京都千代田区（農林水産省）

特定母樹指定のための検討会 H26.12.15 H27.2.24 東京都千代田区（農林水産省）

マツノザイセンチュウ抵抗性品種開発技術高度化事業推進会議 H26.9.30 H27.2.2
東京都千代田区
（東京国際フォーラム）他

「造林の生育環境への適応性の評価」検討委員会 H27.2.3
東京都港区
（田中田村ビル）

関東局保護林モニタリング調査等検討委員会 H27.1.20 ～ 21 群馬県前橋市（関東森林管理局）

関東森林管理局技術開発委員会 H26.6.5 H26.11.26 群馬県前橋市（関東森林管理局）

理事会 月1回 茨城県つくば市（森林総合研究所）

研究所会議
H26.5.22
H26.11.6
H27.3.4

～
～
～

23
7
5

茨城県つくば市（森林総合研究所）

育種幹部会 週1回 茨城県日立市(林木育種センター)

育種運営会議 茨城県日立市(林木育種センター)

林木ジーンバンク事業の収集・保存・特性評価戦略委員会 H26.6.23 H26.10.6
東京都中央区（TKP東京駅京橋ビ
ジネスセンター）

関東・中部林業試験研究機関連絡協議会　第5回花粉症対策協議会 H26.9.9 ～ 10 茨城県水戸市（水戸合同庁舎）

連絡調整課長会議 H26.11.26 茨城県日立市(林木育種センター)

林木育種実務担当者会議 H26.12.2 ～ 3 茨城県日立市(林木育種センター)

優良品種・技術評価委員会
東京都千代田区
(東京国際フォーラム)　他

第4回林木育種技術戦略委員会 H27.2.9
東京都千代田区
(東京国際フォーラム)

林木育種調整会議 H27.3.3 ～ 4 茨城県日立市(林木育種センター)

林木育種成果発表会 H27.1.29 東京都江東区（木材会館）

林木育種開発品種説明会 H27.1.29 東京都江東区（木材会館）

重点課題評価会議（H) H27.2.24 東京都港区（南青山会館）

重点課題評価会議（I) H27.2.24 東京都港区（南青山会館）

H26.6.24 H26.8.22 東京都千代田区（農林水産省 他）
H27.12.17 ～ H27.12.24 持ち回り開催
H27.2.13 東京都千代田区（農林水産省 他）

農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会ワーキング会合 H26.7.25
東京都千代田区
（農林水産省）

「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト（農業・林
業・水産分野の温暖化対策）」運営委員会

H26.5.27 H27.3.2
東京都千代田区
（農林水産省　他）

「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発」新世代林業
種苗を短期間で作出する技術の開発：平成26年度）

東京中央区
（東京八重洲ホール）

茨城県林業技術センター評価委員会 H26.9.2 H26.3.26
茨城県那珂市
（茨城県林業技術センター）

茨城県林業用種苗需給調整協議会 H27.1.30
茨城県水戸市
（林業会館）

平成26年度研究成果発表会 H27.2.25
茨城県那珂市
（茨城県林業技術センター）

長野県山林種苗受給協議会 H26.11.10
長野県長野市
(長野県庁)

関東・中部林業試験研究機関連絡協議会総会 H26.5.26
東京都千代田区
(都道府県会館)

全国林業試験研究機関協議会役員会・総会 H26.6.4 　 H27.1.20
東京都港区
(三会堂ビル)　他

関東地区林業用種苗需給調整協議会 H27.2.3
埼玉県さいまた市
(さいたま商工会議所会館)

首都圏等スギ花粉発生源対策推進協議会会議 H27.2.3
埼玉県さいまた市
(さいたま商工会議所会館)

茨城県林業種苗協同組合総会 H27.2.24
茨城県水戸市
（水戸京成ホテル）

花粉関係調査委員会 H27.3.13
東京都港区
(三会堂ビル)

弟島オガサワラグワ保全検討会議 H27.3.3
東京都墨田区
(自然環境研究センター)

日本森林学会大会 H27.3.26 ～ 29
北海道札幌市
（北海道大学札幌キャンパス）

関東森林学会 H26.10.16 ～ 17
山梨県甲府市
（KKR甲府ニュー芙蓉）

森林遺伝育種学会 H26.11.7
東京都文京区
（東京大学）

日本木材学会大会 H27.3.17 ～ 18
東京都江戸川区
（タワーホール船堀）

日本生態学会大会 H27.3.18 ～ 22
鹿児島県鹿児島市
（鹿児島大学群元キャンパス他）

日本植物細胞分子生物学会大会 H26.8.20 ～ 22
岩手県盛岡市（アイーナ岩手県民
情報交流センター）

学
会
等

日本生態学会

日本植物細胞分子生物学会

日本森林学会

森林遺伝育種学会

茨城県林業種苗協同組合

全国林業試験研究機関協議会

関東森林学会

首都圏等スギ花粉発生源対策推進協議会

日本木材学会

開 催 年 月 日主　催　機　関　等

独
立
行
政
法
人

関東地区林業用種苗需給調整協議会

H26.12月（文書開催）、
H27.1.20
H27.3月（文書開催）

森林総合研究所

林野庁
林
 
 

野
 
 

庁

林野庁委託事業

H26.4.16、H26.7.8
H26.9.11、H26.12.11
H27.2.26

林木育種センター

農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会
（第52回～第55回）

関東森林管理局

都
道
府
県
等

H26.10.14、H26.12.16
H27.2.10

農
林
水
産
省

H26.6.20（研究連絡会議）
H26.10.28～29（中間検討会）
H27.2.19～20（推進会議）

自然環境研究センター

全国林業改良普及協会

長野県

農林水産省独立行政法人評価委員会林野
分科会

農林水産省技術会議委託プロジェクト研究

茨城県

関東・中部林業試験研究機関連絡協議会
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　②　北海道育種場

会  議  等  名 場所（機関名）

平成26年度林業研究・技術開発推進北海道ブロック会議育種分科会 H26. 9.25
北海道札幌市
（かでる2･7）

平成26年度林業研究・技術開発推進北海道ブロック会議研究分科会 H26. 9.25
北海道札幌市
（かでる2･7）

北海道森林管理局技術開発現地検討会 H26. 8.26 ～ 27 北海道士別市

北海道森林管理局技術開発委員会 H26.12.10
北海道札幌市
（北海道森林管理局）

保護林管理強化対策事業検討委員会 H27. 2. 4
北海道札幌市
（北海道森林管理局）

北の国・森林づくり技術交流発表会 H27. 1.29 ～ 30
北海道札幌市
（北海道森林管理局）

森林総合研究所北海道地域研究成果発表会 H26.10.17
北海道札幌市
（エルプラザ）

北海道国有林森林・林業技術協議会現地検討会
(共催:北海道森林管理局・北海道育種場）

H26.11.20
北海道札幌市
（森林総研北海道支所）

北海道林業林産試験研究機関連絡協議会情報連絡部会 H26. 6.10
北海道札幌市
（森林総研北海道支所）

北海道林業林産試験研究機関連絡協議会専門部会 H26. 7.25 北海道三笠市

北海道林業林産試験研究機関連絡協議会総会 H26. 8.28
北海道江別市
（北海道育種場）

第4回北海道地区高速育種運営会議 H26. 9.25
北海道札幌市
（かでる2･7）

第52回北海道林木育種現地研究会(共催：北海道林木育種協会） H26. 9. 1 ～ 2 北海道富良野市他

平成26年度林木育種事業打合せ会議 H26.12.11
北海道札幌市
（北海道森林管理局）

グリーン購入法・環境配慮契約法基本方針説明会 H27. 3. 3
北海道札幌市
（北海道庁）

平成26年度評価・監査北海道セミナー H26.10.30
北海道札幌市
(第1合同庁舎)

北海道森づくり研究成果発表会（森林整備部門） H26. 4.16 北海道札幌市

北海道森づくり研究成果発表会（木材利用部門） H26. 4.17 北海道旭川市

北海道型コンテナ苗協議会 H26. 7. 8 H27. 3.17 北海道札幌市（北海道庁）

北海道野幌森林公園林野火災予消防対策会議及び江別市林野火災予消防対
策協議会

H26. 4.18 北海道江別市

平成26年度江別市緑化推進審議会 H26. 5.27 北海道江別市

北海道山林種苗協同組合第65回通常総会 H26. 6.26 北海道札幌市

平成26年度北海道林業種苗需給調整協議会 H26. 9.29 H27. 1.28 北海道札幌市（北海道庁）

平成26年度北海道・東北地区林業用種苗需給調整協議会 H26.11.13 岩手県

H26. 7.19 H26. 9.27 北海道札幌市他

H26.10. 4 H27. 3.31

第126回日本森林学会全国大会 H27. 3.27 ～ 29 北海道札幌市（北海道大学）

北方森林学会幹事会 H26. 4.14 北海道札幌市（北海道大学）

北方森林学会評議員会 H26. 5.14 北海道札幌市（北海道大学）

北方森林学会大会 H26.11.12
北海道札幌市
(コンベンションセンター)

北海道林木育種協会評議委員会 H26. 4.21 H27. 1.29 北海道札幌市

北海道林木育種協会編集委員会
（北海道の林木育種）

H26. 4.21 H27. 1.29 北海道札幌市

北海道林木育種協会総会 H26. 6. 6
北海道札幌市（北大学術交流会
館）

開 催 年 月 日

アオダモ資源育成の会

森林総合研究所北海道支所
（北海道林業林産試験研究機関連絡協議
会）

森林総合研究所北海道育種場

そ
の
他
法
人
等

北海道山林種苗協同組合

北海道林業種苗需給調整協議会

北海道・東北地区林業種苗需給調整協議会

他
省
庁

森林総合研究所北海道支所

都
道
府
県
等

北海道

北海道江別市

林
野
庁

林野庁

北海道森林管理局

独
立
行
政
法
人

環境省

北海道行政評価局

アオダモ資源育成の会評議会等

学
会
等

日本森林学会

北方森林学会

北海道林木育種協会

主　催　機　関　等
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　③　東北育種場

会  議  等  名 場所（機関名）

平成26年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議育種分科会 H26.9.8 岩手県盛岡市（東北支所）

平成26年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議全体会議 H26.9.9 岩手県盛岡市（東北支所）

平成26年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議研究分科会 H26.9.9 岩手県盛岡市（東北支所）

マツノザイセンチュウ抵抗性品種開発技術高度化事業第1回推進会議 H26.9.30 東京都港区等

マツノザイセンチュウ抵抗性品種開発技術高度化事業第2回推進会議 H27.2.2 東京都港区

「造林の生育環境への適応性の評価」第3回検討委員会 H27.2.3 東京都港区

東北森林管理局技術開発委員会 H26.12.15 秋田県秋田市（東北森林管理局）

保護林及び緑の回廊モニタリング調査検討委員会 H27.2.4 秋田県秋田市((東北森林管理局)

森林・林業技術交流発表会 H27.2.5 ～ 6 秋田県秋田市（東北森林管理局）

第4回東北国有林森林・林業技術協議会 H27.3.13 秋田県秋田市(東北森林管理局)

第1回研究所会議 H26.5.22 ～ 23 茨城県つくば市（森林総合研究所）

第2回研究所会議 H26.11.6 ～ 7 茨城県つくば市（森林総合研究所）

庶務課長等会議 H26.11.25 ～ 27
茨城県つくば市外（森林総合研究
所）

第3回研究所会議 H27.3.4 ～ 5 茨城県つくば市（森林総合研究所）

東北支所業務発表会 H26.12.11 ～ 12 岩手県盛岡市（東北支所）

東北支所研究評議会 H27.2.19 岩手県盛岡市（東北支所）

次世代育種研究班打合せ会議 H26.5.12 ～ 14 茨城県日立市（林木育種センター）

「造林木の生育環境に対する適応性の評価」第1回会議 H26.7.26 ～ 31 茨城県日立市（林木育種センター）

林木育種実務担当者会議 H26.12.1 ～ 3 茨城県日立市（林木育種センター）

育種調整会議 H27.3.3 ～ 4 茨城県日立市（林木育種センター）

林業試験研究機関連絡協議会林木育種専門部会 H26.6.26 ～ 27
秋田県秋田市（秋田県林業研究研
修センター）

第4回東北地区高速育種運営会議 H26.9.8 岩手県盛岡市（東北支所）

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業「東北地方海岸林再生に向けた
マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ種苗生産の飛躍的向上」第1回研究推進会
議

H26.10.6 東京都港区(南青山会館)

平成26年度林木育種推進東北地区技術部会 H26.12.18 ～ 19 岩手県滝沢市（東北育種場）

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業「東北地方海岸林再生に向けた
マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ種苗生産の飛躍的向上」にかかる現地検討
会及び第2回研究推進会議

H27.1.26 ～ 27
宮城県仙台市（若林区荒浜）、大衡
村（宮城県林業技術総合センター）

「新世代林業種苗を短期間で作出する技術の開発」第1回研究推進会議 H26.6.20 東京都港区

「新世代林業種苗を短期間で作出する技術の開発」中間検討会議 H26.10.29 東京都港区等

「新世代林業種苗を短期間で作出する技術の開発」第3回研究推進会議 H27.2.20 東京都港区等

東北林業試験研究機関連絡協議会森林保全専門部会 H26.7.3 ～ 4
山形県寒河江市（山形県森林研究
研修センター）

東北林業試験研究機関連絡協議会資源環境専門部会 H26.7.10 ～ 11
福島県郡山市（福島県林業研究セ
ンター）

東北林業試験研究機関連絡協議会企画調整専門部会 H26.7.25
岩手県矢巾町（岩手県林業技術セ
ンター）

東北林業試験研究機関連絡協議会総会 H26.8.20 ～ 21
岩手県矢巾町（岩手県林業技術セ
ンター）

岩手県森林・林業政策連絡協議会 H26.11.15 岩手県田野畑村

岩手県山林種苗協同組合第65回通常総会 H27.2.25 岩手県花巻市

平成26年度岩手県林業技術センター外部評価委員会 H27.3.12
岩手県矢巾町（岩手県林業技術セ
ンター）

北海道・東北地区林業用種苗需給調整協議会 H26.11.13 岩手県盛岡市（マリオス）

第3回森林遺伝育種学会 H26.11.7 東京都文京区(東京大学)

第126回日本森林学会大会 H27.3.26 ～ 29

第65回日本木材学会大会 H27.3.16 ～ 19

東北森林科学会理事会 H26.9.1 福島県福島市（コラッセふくしま）

東北森林科学会編集委員会 H26.9.1 福島県福島市（コラッセふくしま）

第19回東北森林科学会大会 H26.9.1 ～ 2 福島県福島市（コラッセふくしま）

都
道
府
県
等

青森県

農
林
水
産
省

独
立
行
政
法
人

開 催 年 月 日

農林水産技術会議事務局

山形県

宮城県

森林総合研究所

森林総合研究所東北支所

森林総合研究所林木育種センター

森林総合研究所東北育種場

東北林業試験研究機関連絡協議会

岩手県

岩手県山林種苗協同組合

岩手県

北海道・東北地区林業用種苗需給調整協議
会

日本木材学会

東北森林科学会

主　催　機　関　等

学
会
等

森林遺伝育種学会

日本森林学会

林
 
 

野
 
 

庁

林野庁

東北森林管理局
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　④　関西育種場

会  議  等  名 場所（機関名）

平成２６年度林業研究・技術開発推進近畿・中国ブロック会議育種分科会、第４
回関西地区高速育種運営会議

H26.9.29 ～ 30 大阪府大阪市（近畿中国森林管理局）

平成２６年度林業研究・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

H26.9.30 大阪府大阪市（近畿中国森林管理局）

平成２６年度林業研究・技術開発推進四国ブロック会議研究分科会 H26.10.9 高知県高知市（高知共済会館）

平成２６年度近畿中国森林管理局技術開発委員会（第１回） H26.6.17 大阪府大阪市（近畿中国森林管理局）

平成２６年度保護林新設・拡充のための調査検討委員会 H26.9.17 京都府京都市（TKP京都四条烏丸）

平成２６年度近畿中国森林管理局技術開発委員会（第２回） H26.12.17 大阪府大阪市（近畿中国森林管理局）

平成２６年度森林・林業交流研究発表会 H26.12.27 ～ 28 大阪府大阪市（近畿中国森林管理局）

平成２６年度保護林モニタリング調査評価委員会 H27.2.10 大阪府大阪市（近畿中国森林管理局）

平成２６年度四国森林管理局技術開発委員会（第１回） H26.6.17 高知県高知市（四国森林管理局）

平成２６年度四国森林管理局技術開発委員会（第２回） H26.12.12 高知県高知市（四国森林管理局）

第４０回四国林政連絡協議会 H26.9.10 徳島県徳島市（徳島県庁）

平成２６年度四国森林・林業研究発表会 H27.1.22 高知県高知市（四国森林管理局）

平成２６年度第１回研究所会議 H26.5.22 ～ 23 茨城県つくば市（森林総合研究所本所）

平成２６年度第２回研究所会議 H26.11.6 ～ 7 茨城県つくば市（森林総合研究所本所）

庶務課長等会議 H26.11.25 ～ 26 茨城県つくば市（森林総合研究所本所）

平成２６年度第３回研究所会議 H27.3.4 ～ 5 茨城県つくば市（森林総合研究所本所）

平成２６年度関西地区林業試験研究機関連絡協議会育林・育種部会 H26.6.25 ～ 26 愛媛県松山市（にぎたつ会館）

平成２６年度関西地区林業試験研究機関連絡協議会保護部会 H26.7.22 ～ 23 徳島県徳島市（あわぎんホール）

関西地区林業試験研究機関連絡協議会第６７回総会 H26.9.4 ～ 5 島根県松江市（松江テルサ）

平成２６年度関西支所業務報告会 H26.12.5 京都府京都市（関西支所）

平成２６年度関西支所研究評議会 H27.2.27 京都府京都市（関西支所）

第３０回四国地区林業技術開発会議 H26.5.29 高知県高知市（四国支所）

平成２６年度近畿北陸・中国地方業務連絡会 H26.12.2 ～ 3 兵庫県宍粟市（伊沢の里）

平成２６年度連絡調整課長会議 H26.11.26 ～ 27 茨城県日立市（林木育種センター）

平成２６年度林木育種実務担当者会議 H26.12.2 ～ 3 茨城県日立市（林木育種センター）

平成２６年度林木育種成果発表会 H27.1.29 東京都江東区（木材会館）

平成２６年度林木育種調整会議 H27.3.3 ～ 4 茨城県日立市（林木育種センター）

平成２６年度育種事業打合せ会議（四国森林管理局） H27.2.4 高知県高知市（四国森林管理局）

平成２６年度育種事業打合せ会議（近畿中国森林管理局） H27.2.9 岡山県勝央町（関西育種場）

平成２６年度中国地区林業用種苗需給調整協議会 H26.10.30 広島県広島市（広島県庁）

平成２６年度東海・北陸地区林業用種苗及び緑化木需給調整協議会 H26.11.18 福井県福井市（福井市地域交流プラザ）

平成２６年度近畿地区林業用優良種苗需給調整協議会 H26.11.26 大阪府大阪市（大阪府庁舎）

平成２６年度四国地区林業用優良種苗需給調整協議会 H26.12.15 愛媛県松山市（愛媛県庁）

「岡山県少花粉スギ・ヒノキ普及推進プラン」の改訂に係る検討会（第１回） H26.7.30 岡山県勝央町（岡山県森林研究所）

「岡山県少花粉スギ・ヒノキ普及推進プラン」の改訂に係る検討会（第２回） H26.12.24 岡山県勝央町（岡山県森林研究所）

岡山県農林水産総合センター森林研究所研究成果発表会 H27.2.10 岡山県真庭市（久世エスパスセンター）

その他
法人

第３２回関西林木育種懇話会総会 H26.6.4 ～ 5 三重県尾鷲市（三重県尾鷲庁舎）

第６５回応用森林学会大会 H26.11.1 ～ 2 京都府京都市（京都府立大学）

第６２回日本生態学会大会 H27.3.18 ～ 22 鹿児島県鹿児島市（鹿児島大学）

第１２６回日本森林学会大会 H27.3.26 ～ 29 北海道札幌市（北海道大学）

関西林木育種懇話会

愛媛県

開 催 年 月 日

林野庁

林
　
野
　
庁

森林農地整備センター近畿北陸整備局

学
会
等

応用森林学会

日本生態学会

日本森林学会

独
立
行
政
法
人

森林総合研究所関西支所

森林総合研究所林木育種センター

森林総合研究所関西育種場

森林総合研究所四国支所

都
道
府
県
・
市
町
村

岡山県

広島県

近畿中国森林管理局

大阪府

四国森林管理局

森林総合研究所

主　催　機　関　等

福井県
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　⑤　九州育種場

会  議  等  名 場所（機関名）

林業研究・技術開発推進九州ブロック会議全体会議・研究分科会 H26.9.2 熊本県熊本市（九州森林管理局）

林業研究・技術開発推進九州ブロック会議育種分科会 H26.9.3 ～ 4 熊本県熊本市（九州森林管理局）

「国民が支える森林づくり運動」推進協議会総会 H26.5.29 熊本県熊本市（九州森林管理局）

コンテナ苗供給調整会議及び生産技術向上検討会 H26.7.24 25 熊本県高森町（休暇村南阿蘇）

九州林政連絡協議会 H26.8.21 ～ 22 熊本県八代市（八代ホワイトパレス）

森林の流域管理システム推進発表大会 H26.10.21 ～ 22 熊本県熊本市（九州森林管理局）

九州森林管理局技術開発委員会 H26.12.16 ～ 17
宮崎県宮崎市（九州森林管理局森
林技術・支援センター）

「国民が支える森林づくり運動」推進協議会行政会員会議 H27.2.24 熊本県熊本市（九州森林管理局）

九州森林技術開発協議会 H27.3.9 熊本県熊本市（九州森林管理局）

H26.5.22 H26.11.6

H27.3.4

森林総合研究所公開講演会 H26.10.17 東京都千代田区（イイノホール）

庶務課長等会議 H26.11.25 ～ 26 茨城県つくば市（森林総合研究所）

九州地区林業試験研究機関連絡協議会
研究担当者会議　木材加工専門部会

H26.5.13 ～ 14 熊本県熊本市（九州支所）

九州地区林業試験研究機関連絡協議会
研究担当者会議　育種専門部会

H26.5.14 ～ 15 熊本県熊本市（九州支所）

九州地区林業試験研究機関連絡協議会育種部会・第１回次世代育種戦略分科
会

H26.5.15 熊本県熊本市（九州支所）

九州地区林業試験研究機関連絡協議会場所長会議 H26.7.2 ～ 3 熊本県熊本市（九州支所）

九州地区林業試験研究機関連絡協議会育種部会・第２回次世代育種戦略分科
会

H26.9.4 熊本県合志市（九州育種場）

業務報告会 H26.12.5 熊本県熊本市（九州支所）

九州地区研究評議会 H27.2.20 熊本県熊本市（九州支所）

森林総合研究所地方組織における効果的な連携に関する打合せ会議 H26.6.25
熊本県熊本市（熊本水源林整備事
務所）

業務検討会 H26.10.1 熊本県合志市（九州育種場）

連絡調整課長会議 H26.11.26 ～ 27 茨城県日立市（林木育種センター）

林木育種実務担当者会議 H26.12.2 ～ 3 茨城県日立市（林木育種センター）

林木育種成果発表会 H27.1.29 東京都江東区（木材会館）

林木育種調整会議 H27.3.3 ～ 4 茨城県日立市（林木育種センター）

九州地区高速育種運営会議 H26.9.3 熊本県熊本市（九州森林管理局）

九州地区林業用種苗需給調整協議会 H26.11.20
長崎県長崎市（長崎県交通産業会
館）

H26.6.10 H26.12.17

H27.2.27

熊本県林業研究指導所業務発表会 H26.10.20 熊本県熊本市（ホテル熊本テルサ）

大分県農林水産部試験研究外部評価委員会専門部会 H26.6.18
大分県日田市（大分県農林水産研
究指導センター林業研究部）

宮崎県環境森林部試験研究等連絡調整会議外部評価委員会 H26.7.17
宮崎県美郷町（宮崎県林業技術セ
ンター）

H26.6.3 H26.9.1 鹿児島県鹿児島市（鹿児島県庁）

H26.12.15
鹿児島県鹿児島市（鹿児島県社会
福祉センター）

鹿児島県森林技術総合センター研究開発委員会 H26.6.3
鹿児島県小川町（鹿児島地域振興
局）

熊本県樹苗協同組合通常総会 H26.9.26 熊本県熊本市（メルパルク熊本）

あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業のワークショップ H26.10.17 愛知県美浜町（日本福祉大学）

保護林モニタリング調査業務に係る評価委員会 H27.1.15 熊本県熊本市（九州森林管理局）

2014 IUFRO World Congress H26.10.6 ～ 11
アメリカ合衆国ソルトレイク（Salt
Palace Convention Center）

九州森林学会大会 H26.10.24 ～ 25 佐賀県佐賀市（佐賀大学）

森林遺伝育種学会大会 H26.11.7 東京都文京区（東京大学）

日本森林学会大会 H27.3.27 ～ 28 北海道札幌市（北海道大学）

株式会社九州自然環境研究所

IUFRO

九州森林学会

森林遺伝育種学会

日本森林学会

森林総合研究所林木育種センター

森林総合研究所九州育種場

その他
法人等

学
会
等

熊本県樹苗協同組合

日本福祉大学

主　催　機　関　等

熊本県熊本市（熊本県庁）

大分県

鹿児島県
再造林等推進に関する検討会

長崎県

林
　
野
　
庁

林野庁

九州森林管理局

独
立
行
政
法
人

森林総合研究所

都
道
府
県
等

熊本県

熊本県林業用種苗需給調整協議会

研究所会議

森林総合研究所九州支所

森林総合研究所森林農地整備センター九州
整備局

開 催 年 月 日

宮崎県

茨城県つくば市（森林総合研究所）
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