岩手県林業技術センター

いわて林業アカデミー第４期研修生

アカマツ集成材の強度試験

安全安心・高品質なしいたけ

防潮林復旧事業地（高田松原）

令和２年度版

１

施設の概要

(1) 敷地と建物
○敷地
14.92ha
試験林
1.50ha
苗 畑
0.75ha
樹木園
4.04ha
きのこ栽培試験林 1.70ha
建物敷
2.87ha
道路敷
0.75ha
防風林等
3.31ha
⑫

○建物
①管理・講義棟 1,219 ㎡
②研究棟
1,443 ㎡
③車 庫
147 ㎡
④研修宿泊棟
858 ㎡
⑤きのこ作業舎
162 ㎡
⑥温 室
106 ㎡
⑦機械研修棟
260 ㎡
⑧木材実験棟
1,138 ㎡
⑨苗畑作業舎
232 ㎡
⑩昆虫飼育舎
33 ㎡
⑪高性能林業機械格納庫 233 ㎡
⑫チップボイラー室 103 ㎡

林業機械
研修コース

⑪

施設配置図

(2) 場外施設・試験地
○林業技術センター林木育種場（奥州市江刺）
主として林木育種事業を実施しており、場内には採種園、採穂園とともに、県立緑化センターを設置
し、緑化に関する知識の普及を行っています。
敷地
採種園、採穂園
緑化センター
建物敷、防風林等

61.35ha
35.88ha
4.73ha
20.74ha
⑫

主な建物
管理棟・林業展示館 540 ㎡
車 庫 267 ㎡
倉 庫 118 ㎡
休憩所 99 ㎡
堆肥舎 108 ㎡

○場外試験地
矢巾試験地 （矢巾町）15ha
四日市試験地（岩手町）87ha
小山苗畑
（奥州市）12ha

林木育種場正門

浄法寺試験地（二戸市） 3ha
六原採種穂園（金ケ崎町）25ha
岩泉試験地（岩泉町）
3ha
さし木穂づくり

２

２

沿革
昭和22年11月 林業試験場を胆沢郡相去村六原（現：金ケ崎町）に設置
29年 7月 目立技術者養成所を林業試験場内に設置
37年 4月 製材技術者養成所を同場内に設置し、目立技術者養成所を廃止
39年 4月 林業試験場及び製材技術者養成所を滝沢村に移転
41年 4月 林業講習所を滝沢村（現：滝沢市）に設置し、製材技術者養成所を廃止
43年 4月 林木育種場を江刺市（現：奥州市）に設置
平成 5年 4月 林業試験場、林業講習所及び林木育種場を統合一体化し、
林業技術センターとして紫波郡矢巾町に設置
11年 4月 林業専門技術員をセンターに配置（本庁から移管）
16年 4月 研究部門組織変更（育種緑化部と森林資源部を統合）
17年 4月 研究部門組織変更（特用林産部と木材部を林産利用部として統合）
20年 4月 センター組織体制を変更（４部１班→３部１班）
29年 4月 いわて林業アカデミー開講

３

組織と業務

所 長
（1）

副所長(事)
（1）

企画総務部
（5）

研究企画、調整、庶務、人事、予算、財産管理

首席専門研究員
（1）
副所長(技)
（1）

研 究 部
(8)

森林管理、林業経営、森林造成、森林保護、
林木育種に関する研究、木材の材質・乾燥・
加工利用開発に係る研究、特用林産物の生産・
加工・利用及び優良品種の作出に関する研究

研 修 部
（4）

いわて林業アカデミー、森林組合等職員養成
研修、林業機械研修、林業特技研修

普 及 班
（3）

林業技術の改良普及、林業経営の改善指導、
林業後継者の育成

職員数：研究 15＋普及 3＋行政 5＋技能 1＝計 24 名

３

４
(1)

業務運営
令和２年度組織スローガン

ひら

技術開発と人づくりで未来を拓け
(2) キャッチフレーズ

１

現場視点で、三位一体を活かし本県林業の飛躍を支えます。
「研究」
「研修」
「普及」を三位一体として備える強みを活かし、林業の成長産業化へ向
けて顧客やビジネスパートナーに信頼される林業技術センターを目指します。

２

いわて林業アカデミーを円滑に進め、人材の育成に努めます。
いわて林業アカデミーサポートチームや関係機関と連携し、円滑に研修を進め、中核と
なる林業技術者の育成に努めます。

３

復興完遂を目指し、技術・知識で支援します。
被災地復興の完遂を目指し、林業技術センターの技術・知識を結集し、業務に取り組み
ます。

４

５

試験研究

岩手県林業研究開発実施計画（計画期間：R1～R5 年度）に基づき、
「森林・林業、木材産業」に関する様々
な課題の解決に向けて、森林資源造成から特用林産・木材利用に至る総合的な研究に取り組んでいます。

(1) 令和２年度試験研究課題等及び主な調査事業
分野
森林
資源

研

番号
１

究 課 題
課 題 名
マツノザイセンチュウ抵抗性品種の
開発
（H15－R5）

２

スギ花粉等多様な形質の家系評価と
検定技術の開発
（H12－R5）

３

カラマツ優良種苗の安定生産に向け
た技術体系化
（H24－R5）

内

容

松くい虫被害からアカマツ資源を守るため、マツノザイセンチュ
ウ抵抗性候補木の選抜と候補木間の人工交配を行い、その実生苗
へ接種した後の生存率（抵抗性）を評価して採種園を造成し、松
くい虫被害に高い抵抗性を持つアカマツ品種を開発する。
経営目標や本県の環境に適した成長量、樹幹通直性及び材質に優
れた優良品種及び花粉の少ないスギ品種を開発するため、スギ精
英樹や人工交配家系による次代検定林の成長、形質、各種抵抗性
等の特性を調査する。
カラマツ種子の需要増に対応するため、着花促進と樹勢回復など
の種子増産技術を開発するとともに、種子の品質向上のための施
肥方法等の検討、優良品種の育種とさし木増殖及び優良種苗の安
定的かつ効率的な生産技術を開発する。
皆伐跡地の放棄が全国的な問題となっていることを踏まえ、天然
更新を活用し、造林コストをかけずに成林を目指す、新たな視点
での森林更新技術を開発する。

４

天然更新を活用した針葉樹伐採跡地
における森林更新技術の開発
（R1－R5）

５

広葉樹被害の実態把握と防除技術の
開発
（H23－R5）

被害が増加しているナラ枯れ被害への対応のため、被害木に対す
る殺虫剤・粘着剤散布や皆伐予定林分での誘引捕殺などの防除技
術を検証し、補助メニュー採択を図るとともに、未被害地域への
発生予察調査による被害監視を行う。

森林
保全

６

防潮林再生緊急調査事業
（H29－R2）

海岸防災林復旧事業地において、盛土した植栽基盤の現状や植栽
木の生育状況等を調査し、海岸防災林造成技術の向上を図るとと
もに、関係機関との連携等により、震災で被災した海岸防災林の
早期・確実な再生に繋げる。

木材
利用

７

針葉樹大径材の利用拡大を目指した
板・挽き割の効率的な生産技術の開
発
（R1－R5）
広葉樹資源の高付加価値化に向けた
技術開発
（R2－R4）

針葉樹大径材の用途として有力なＣＬＴや集成材等の製造コスト
低減につながる技術開発を行う。①ラミナ等の乾燥時間の短縮、
②アカマツ丸太からのラミナ等の採材歩留り向上、③スギラミナ
材の強度分布確認など
近年、内装・家具用・工芸用材として国産広葉樹材の需要が高ま
っていることを踏まえ、ナラ枯れ被害や予防伐採により生産され
るミズナラ材等の加工・乾燥技術を開発する。

９

原木シイタケの高収益栽培技術の開
発（R1－R5）

高含水率原木のホダ化促進や、傷有り原木の利用促進、シイタケ
の高品質化、単位収量増加につながる栽培方法を確立する。

１０

原木シイタケ安全安心栽培技術の開
発
（R1－R5）
簡易感染診断技術を活用したマツタ
ケ林地導入技術の開発
（H28－R2）

福島第一原発事故により放出された放射性物質の影響低減を図る
ため、ホダ場環境改善対策の効果検証や、原木非破壊検査機を活
用した調査方法の検討を行う。
マツタケの未発生地にマツタケ菌を確実に定着させるため、岩手
生物工学研究所が開発した「マツタケの菌根形成を簡易に確認す
る技術」を活用し、種菌シートを用いて育成したアカマツ大型感
染苗を用いて未発生地へのマツタケ菌の導入技術を開発する。
フランス料理の高級食材として一定の需要があるものの、国内で
人工栽培の成功事例がないことから、国産菌株での栽培に向け、
雲南省の栽培技術を活かして菌の培養技術の確立を目指す。
ウルシ苗木生産能力の向上を図るため、発芽率の向上や播種に適
した土壌条件、コンテナ苗の生産技術等を開発する。

８

特用
林産

１１

関連
事業

１２

アミガサタケの菌糸培養技術の開発
（R1－R2）

１３
１

効率的なウルシ実生苗木の生産技術
の開発（R1－R5）
精英樹等次代検定事業

２

育種母樹林整備事業

現在の採種穂園を、より優良なクローン構成に改良する。

３

マツ材線虫病発生予察調査

病原体（マツノザイセンチュウ）、媒介者（マツノマダラカミキリ）
の県内の分布動向を把握し、被害防除対策の基礎資料とする。

県内選抜精英樹等の特性を明らかにする。

※1 CLT：Cross Laminated Timber（直交集成板）の略称で、ひき板を直交するように重ねて接着した大判のパネルを示す用語
※2 A0 層：森林土壌断面において、落下した葉･枝･樹皮などが未分解のまま堆積しているＬ層(落葉落枝層)と、鉱物質の土壌層（上から
Ａ層･B 層･C 層）との間に形成される有機物層

５

(2) 令和元年度の主な研究発表内容
No.

成 果 報 告

１

カラマツ優良種苗の安定生産に向
けた技術体系化
（研究報告第 28 号）

２

燃料用スギ丸太の貯木期間と含水
率変動
（研究成果速報 No355・356）
（R1 合同成果報告会）

概

要

カラマツ種子の需要増に対応するため、着花促進と樹勢回復技
術の開発や、受光量と着花量の関係調査等を実施。県内３カ所
のカラマツ採種園土壌を複数箇所採取し、化学性の分析を行っ
た。岩手県内の果樹園等既往の結果と比べると、いずれの採種
園でも土壌ＥＣや交換性石灰が低い傾向を示した。
木質バイオマス発電に用いる燃料用木材の効率的利用のため、
木材の含水率変動状況の把握による乾燥スケジュールの確立
や発電施設に合わせた燃料の品質管理方法等を開発した。

※研究成果等、詳細は次ページ

３

ナラ枯れ被害の防除技術の開発
（R1 合同成果報告会）

被害木の薪利用を検討したところ、割材により多くのカシノナ
ガキクイムシ幼虫が脱落・死亡したことから、被害材の薪利用
による密度低減の可能性が示された。

４

原木シイタケ安全安心栽培技術の
開発
（R1 合同成果報告会）
（林業技術情報 No94～97・99）

５

簡易感染診断技術を活用したマツ
タケ林地導入技術の開発
（研究報告第 28 号）

露地のしいたけ栽培環境の放射性セシウム（Cs）濃度と、栽培
環境からホダ木への Cs の移行経路を調査し、ホダ木や子実体
の Cs 濃度の低減技術を検討した。令和元年は、28 年度に試験
地に伏せ込んだホダ木の天地返しを実施し、原木の Cs 濃度へ
の影響を調査した。また、原木非破壊検査機を用いて原木の
Cs 濃度のバラツキを推定し、１調査地当たりに必要な調査本
数を試算した。
マツタケの新たな発生地を確保するため、マツタケ菌を感染さ
せた大型感染苗を用いて、アカマツ林内にマツタケ菌を定着さ
せる取組を行った結果、接種用感染実生の育成に成功した。ま
た、DNA 解析により感染実生から伸びたマツタケ菌糸が大型苗
の根の周辺まで伸長したことが確認された。

６

アミガサタケ菌糸培養技術の開発
（岩手の林業 No.750）

７

８

アミガサタケは高級食材としての商機が期待され、県内でも菌
株の収集と選定による栽培化の可能性がある。令和元年度は、
県内外からアミガサタケ菌株を収集し、菌糸の分離保存及び交
配菌株の作出を行ったほか、６・11 月に雲南省を訪問し、そ
れぞれ寒冷地域における栽培技術研修、寒冷時期における種菌
の接種や栽培技術の研修を実施した。
ウルシの樹液採取等に関する調査 国宝・重要文化財等の修復に、国産漆の需要が年間 2.2t と推
（R1 合同成果報告会）
定され、漆の増産が計画されている。平成 29 年度からウルシ
※研究成果等、詳細は次ページ
立木の胸高直径が漆採取量へ与える影響と漆の複数回採取時
の漆採取量の調査を行ったところ、漆の採取量は胸高直径と正
の相関があり、また漆採取を行った後、16〜18 年残置して回
復させれば、再度漆採取が可能であることが明らかになった。
防潮林再生緊急調査
東日本大震災津波で被災した防潮林の再生に係る様々な課題
（R1 岩手県治山林道研究発表会） に対応するため、平成 24 年度から 28 年度まで樹種毎の現地適
応性を検証。また、平成 26 年度から、盛土した植栽基盤の状
況や、植栽木の生育状況等を調査した。令和元年度は、５地区
15 調査区を対象に植栽から２成長期後の成長量を比較し、施
工方法の違いにより成長に差があることが明らかとなった。

６

(2) -2 令和元年度の主な研究発表内容からピックアップ
●

燃料用スギ丸太の貯木期間と含水率変動

○課題と取組
・木質バイオマス発電施設の稼働により燃料用木材需要が増加している。
・木材の効率的利用のため、簡易な測定による丸太含水率の推定方法、
貯木丸太の含水率変動状況の把握、燃料の品質管理方法が必要。

○研究成果
・トラックへ積載される丸太の含水率推定方法の検討
全乾サンプルと丸太の容積密度から算出した含水率に対し、丸太重量、
層積から推定した丸太材積、スギ全乾密度により試算される含水率は

バイオマス発電所のストックヤード

やや高い数値となることを確認。
・貯木場の燃料丸太等の含水率調査
丸太直径と乾燥速度には高い相関が認められ、乾燥期間の経過により
乾燥速度は低下し、はい積位置により乾燥速度の推移は異なった。ま
た、貯木場内の丸太含水率の推移を調査し、貯木 108 日間で利用可能
な含水率 80％まで低下することを確認した。
・貯木場内での材長２・４ｍ丸太及び林内貯木丸太の含水率調査
丸太長さの影響については、はい積位置が外側で長さ 2m、径 130mm 以
下の丸太は顕著に乾燥するが、その他については含水率の差が供試丸
太の変動係数の範囲内となるため影響が確認できなかった。また、林
内での貯木では含水率の減少が期待できないことが確認された。

●

丸太測定

ウルシの樹液採取等に関する調査

○課題と取組
・文化庁が平成 29 年度以降、原則として国宝・重要文化財の修復に使う
漆をすべて国産とする方針を示した。
・国産漆の７割を生産する岩手県二戸市では、令和 3 年度までに漆生産
量を２トンに増加させることを目標に、ウルシ資源の確保等の取り組
みを進めている
・当センターでは、二戸市の取り組みを支援するため平成 28 年から、二
戸市と共同で漆採取量等に関する調査を行っている。
調査したウルシ林
○研究成果
・胸高直径と漆採取量の関係
平成28〜29年に漆の掻き取りを行った12試験区で区域ごとの平均胸高
直径と漆採取量を比較したところ、両者の間には高い正の相関関係が
あることを確認した。
・漆の掻き取り有無と漆採取量の関係
漆の掻き取りが終わったウルシは、伐採されるのが一般的だが、試験
区の一部のウルシが、平成 15〜17 年度に漆の掻き取りを行ったのち、
伐採されずに残っていた。このウルシから再度漆掻き取りを行ったと
ころ、平均胸高直径に見合った量の漆を採取することができた。
漆掻き取り状況
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研修

岩手の林業を支える担い手の確保、基幹的な林業技術者の養成、新しい林業技術の定着などを目的に体
系的な研修を実施しています。
(1) いわて林業アカデミー
将来的に林業事業体経営の中核となりえる現場技術者を養成するため、林業への就業希望者を対象とし
て、平成 29 年度から「いわて林業アカデミー」を開講しています。
アカデミーでは、林業に関する知識及び技術を体系的に習得することができます。
○令和３年度受講対象者 【次の全てを満たす者】
・昭和 56 年４月２日以降に生まれた者で、岩手県内で林業へ就業希望の者又は就業している者
・高等学校卒業（見込みも含む）又は同等以上の学力があると認められる者
○カリキュラム
現場で活躍できる人材養成の視点から、実習・
インターンシップの時間を全体の約 8 割確保
・林業に関する知識の習得
・林業技術の習得（実習等）
・林業に必要な資格の取得（９種類）
・インターンシップ（就業体験）
〇研修支援体制
研修の質的充実を図るため、県内の林業関係団体や
いわて林業アカデミー開講式
企業 21 者からなる、いわて林業アカデミーサポート
チームを結成し、研修を支援
〇修了生の進路状況
民間林業事業体に約７割が就業、森林組合系統に約３割が就業
〇令和２年度研修生（第４期生：17 名）
研修期間 1 年間（214 日、1,490 時間）
(2) 専門研修
ア 森林組合等職員養成研修
市町村等職員を対象とした林業の基礎的知識を習得するための
研修、森林組合等職員を対象とした森林施業プランナーや現場
管理責任者を要請するためのスキルアップ研修を実施しています。
○市町村林務職員等初任者研修
○GIS※1・GPS※2 林業活用技術研修
○ドローン林業活用技術研修
○森林作業道路網計画作成・オペレーター養成研修
○木材流通・立木評価研修
イ 林業機械研修
林業事業体の職員等を対象として、各種林業機械等の資格取得等
を支援するための研修を実施しています。
○地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能研修※3
○はい作業主任者技能研修※3
○ショベルローダー等運転技能研修※3
○車両系建設機械（整地等）運転技能研修※3
○不整地運搬車運転技能研修※3
○高性能林業機械オペレーター特別研修

伐倒練習機

高性能林業機械オペレーター特別研修

※１：GIS（ジーアイエス） Geographic Information System（地理情報システム）を略したもので、
地理（位置）情報を持った画像や図形データを総合的に表示、管理、分析する技術
※２：GPS（ジーピーエス） Global Positioning System（全地球測位システム）を略したもので、
GPS 衛星から送信される信号により、地球上の現在位置を計測する技術
※３：厚生労働省の認可を受けた登録教習機関としての技能講習
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ウ 林業特技研修
林業関係職員の資質向上とスキルアップを図るとともに、林業技術センターの研究成果及び先進的な技
術等を現場に普及定着させるための研修を実施しています。
○森林保護技術研修
○原木シイタケ栽培技術研修
○放射性物質濃度測定方法等研修
(3) 一般研修
高等学校等からの依頼に基づき、学生等に対するインターンシ
ップ研修を実施しています。
(4) 施設利用研修
林業関係機関・団体等が林業技術センターの研修施設を利用し
て行う研修を実施しています。
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林業機械を操作する高校生

普及指導

森林・林業、木材産業と山村を取り巻く情勢の変化に対応した先進的な知識・技術の普及指導と林業を
担う多様な人材の育成等を推進します。
※重点事項
○面的なまとまりのある森林経営の推進
○原木シイタケ新規参入生産者の定着支援
(1) 各普及区の普及指導活動の実行確保
○森林経営計画の作成に取り組む意欲と能力のある林業経営体等の育成・支援
○間伐促進等森林施業の着実な実行を支援
(2) 試験研究成果の現地普及定着
○「カラマツの低コスト再造林の勧め」の活用による
低コスト造林システムに関する普及指導
○「乾シイタケ生産のてびき」や「人工ホダ場利用のてびき」
の活用によるしいたけ栽培技術の普及定着
(3) 林業後継者等育成・確保
○指導林家等育成指導
○林研グループ育成指導
○林業関係学科の高校生を対象とした
高性能林業機械操作研修会

てびき等の活用による普及

高性能林業機械操作研修会

(4) 林業普及指導員の資質向上研修の充実
○研究成果普及定着研修
○林業普及指導員資質向上研修
○普及指導事例報告検討会（全体研修会）

高性能林業機械操作研修会
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(5) 林業技術等に関する情報発信による普及指導
○林業普及現地情報の収集・配信
○林業技術情報の発信による普及指導

原木シイタケ栽培研修会

８

森林保護研修会

情報発信

(1) 県民への情報発信

ホームページの公開

URL: http://www2.pref.iwate.jp / ~hp1017

トピックス、研究成果、研修情報、普及情報など
について、県民の方々にすみやかに提供するため
ホームページを開設し、公開しています。

【主な項目】
・トピックス
・研究成果
・普及情報
・技術情報
・樹木園だより

・業務案内
・施設案内
・研修情報
・公開行事
・林業アカデミー情報 など

(2) 林業関係者への成果発信

林業技術に関する解説書の発刊
最新の研究成果や既存技術をわかりやすくまとめた新技術解説シリーズ等の冊子を発刊しています。
○ナラ枯れ被害発生のしくみと防除技術
○カラマツの低コスト再造林の勧め
○森林・林業 GIS・GPS 活用ガイド
など
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林業普及指導員全体研修会
【日 時】令和２年２月６日（木）
【場 所】サンセール盛岡１階ダイヤモンド
【参加者】56 名
【林業普及指導員全体研修会】
普及活動事例報告
【林業技術普及セミナー】
テーマ：スギの花粉症対策を考える
講 師：佐藤耳鼻咽喉科医院 佐藤院長
林野庁研究指導課 原田特定母樹係長
林木育種センター東北育種場 谷口育種課長
林業技術センター 蓬田上席専門研究員

全体研修会の様子

合同成果報告会
【日 時】令和２年２月７日（金）
【場 所】サンセール盛岡１階ダイヤモンド
【参加者】146 名
試験研究の成果を県民に広く周知するため、毎年、成果報告会を
開催しています。令和元年度は昨年度に引き続き、岩手県林業技術
センター、国立研究開発法人森林研究･整備機構森林総合研究所東北
支所及び林木育種センター東北育種場との合同成果報告会として開
催しました。
成果報告会の様子
報告では、ナラ枯れ被害材の利用、スギ少花粉品種さし木コンテナ苗
の養成技術、はい積された発電燃料用スギ丸太の乾燥挙動、ナメコ原木露地栽培の放射性物質対策、
ウルシ立木の形質が漆の採取量に及ぼす影響など合計９課題の口頭発表を行いました。
(3) 施設の公開と情報発信

一般公開
林業技術センターの業務を広く知ってもらい、岩手の森林・林業に親しんで
もらうため、施設の一般公開を行いました。
【日
時】 令和元年 10 月 5 日（土）10：00～15：30
【来 場 者 数】 276 名
【公 開 ・ 展 示】 研究成果パネル展示･成果の説明
【体験コーナー】 木工体験、林業機械の操作体験、ヤマブドウ収穫体験
【特 別 企 画】 いわて林業アカデミー研修生による企画展示及びＰＲ

研究成果の展示

いわてサイエンスシンポジウム 2019
次世代を担う科学技術人材の育成を推進するため、県民参加型の科学技術の
普及啓発活動として、当センターも出展し、岩手の森林・林業について理解
機械操作体験

を深めてもらう活動を行いました。
【日

時】 令和元年 8 月 10 日（土）10：00～17：00

【来 場 者 数】 約 180 名
【展
示】 研究成果のパネル展示、いわて林業アカデミーのＰＲなど
【体験コーナー】 木工体験（コルクボード製作）
木工体験
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【交通アクセス】
県
道
13
号
線

矢巾 SIC
（PA）
岩手
医大

【問合せ先】
〒028-3623

岩手県紫波郡矢巾町大字煙山第３地割 560-11

TEL019-697-1536
Email

FAX019-697-1410

ce0011＠pref.iwate.jp

岩手県林業技術センター

企画総務部

までお気軽にお問い合わせください。

【参

考】

岩手県林業技術センターＨＰ

URL: http://www2.pref.iwate.jp / ~hp1017
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