平成３０年度優良種苗低コスト生産推進事業のうち苗木生産技術の向上等事業の実施に
ついて(研修予定)
*詳細につきましては、全国山林種苗協同組合連合会（ ℡；03(3262)3071） Fax； 03(3262)3074 ） までお問合せ
願います。
１ コンテナ苗生産未経験者を対象とした研修会の実施
時期
H30年7月～12
月

開催場所

備考（研修内容等）

長野県南佐久郡小海町、 カラマツコンテナ苗に係る苗木指
諏訪市外
導員による技術指導外

実施主体者
長野県山林種苗協同組合

H30年5月～H31
広島県安芸太田町
年3月

行政機関や試験研究機関と連携
してコンテナ苗木生産の基礎技術
やメリットを普及し、新規生産者候
補者を支援する。

広島県樹苗農業協同組合

H30年5月～H31
大分県内
年3月

コンテナ苗生産新規参入者のため
の座学、現地研修を実施

大分県樹苗生産農業協同組合

２ コンテナ苗生産に新規参入後、間もない事業者を対象とした研修会の実施
時期

開催場所

備考（研修内容等）

実施主体者

H30年7月～8月 北海道北斗市、函館市

道内主要樹種（ﾄﾄﾞﾏﾂ、ｶﾗﾏﾂ、ｸﾞｲ
ﾏﾂ雑種F1など）の山行苗の養成
技術習得

北海道山林種苗協同組合

H30年7月～10
月

低コスト造林技術研修会を開催
し、コンテナ苗植栽による低コスト
造林試験地の維持管理と生育状
況等の調査・検討を行い、組合員
等に情報提供する

宮城県農林種苗農業協同組合

宮城県南三陸町外

茨城県及び東京都のコンテナ苗
生産の育苗技術向上のための研
修会を行う。コンテナ苗生産者の
茨城県林木育種セン
生産苗について、生産管理環境に
H30年5月～H31
ター、茨城県林業技術セ おける課題若しくは苗木自体の初
年3月
ンター外
期生育または植え付け方法にお
ける課題について県林業技術セン
ターで試験を行い原因を明確にす
る。
H30年6月～12
月

苗木の品質向上及び生産拡大を
栃木県上都賀・下都賀地 目的として、女性を中心に苗木生
域外
産現場の課題解決のための研修
を実施

茨城県林業種苗協同組合

栃木県山林種苗緑化樹協同組合

コンテナ苗の育成技術・病害虫防
除について研究機関等による技
術研修会を実施する

H30年9月

千葉県匝瑳市

H30年7月～9月

石川県小松市、羽咋市、 播種、施肥、灌水管理等養苗に係
金沢市
る技術研修会

石川県山林種苗協同組合

H30年５月～12
月

長野県林業総合セン
ター、松本市

カラマツ、ヒノキコンテナ苗に係る
苗木指導員による技術指導外

長野県山林種苗協同組合

H30年8月23日、
滋賀県大津市、栗東市
24日

スギ・ヒノキ病害虫対策や追肥方
法、出荷の効率的な方法等の研
修

滋賀県山林種苗協同組合

H30年7月4日、5
鳥取県内
日

ｽｷﾞ､ﾋﾉｷ､ｸﾇｷﾞ､ｶﾗﾏﾂ､ｺｳﾖｳｻﾞﾝの
コンテナ苗の育苗技術研修会

鳥取県山林樹苗協同組合

H30年5月～H31
広島県三次市
年3月

幼苗移植、灌水、施肥等育苗技術
習得の支援をするとともに課題抽
出と対策を検討

広島県樹苗農業協同組合

H30年10月、１１
山口県美祢市
月

少花粉スギ等のコンテナ苗木の生
産技術講習等

山口県樹苗生産農業協同組合

H30年10月～
H31年3月

コンテナ苗生産の現場での応用的
な技術習得をさせるため専門家を
招聘して研修会を実施

愛媛県山林種苗農業協同組合

養苗に当たっての臨床的な技術
の習得及び生産技術の習得・向
上のための実地研修会の実施

大分県樹苗生産農業協同組合

愛媛県松山市外

H30年5月～H31
大分県内外
年3月

千葉県山林種苗緑化木協同組合

３ コンテナ苗生産経験者を対象とした巡回指導の実施
時期

開催場所

備考（研修内容等）

実施主体者

H30年5月～H31
北海道内一円
年3月

道内主要樹種（ﾄﾄﾞﾏﾂ、ｶﾗﾏﾂ、ｸﾘｰ
ﾝﾗｰﾁなど）に係る生産技術(規模
拡大、生産コスト低減等)の向上を
図る

北海道山林種苗協同組合

H30年6月～12
月

春季、秋季（年二回）を中心にコン
テナ苗生産者を巡回指導し、優良
苗木生産技術等を指導

宮城県農林種苗農業協同組合

宮城県蔵王町外8市町

H30年5月～H31 栃木県日光地区、上都賀 スギコンテナ苗の安定生産に係る
栃木県山林種苗緑化樹協同組合
年3月
地区、下都賀地区
研修
H30年6月～H31 石川県羽咋市、中能登
年3月
町、津幡町、小松市

灌水管理、肥培管理、病害虫防除
等、県の研究員、専門員を交えた
生産技術習得研修

石川県山林種苗協同組合

H30年6月～12
月

カラマツ、ヒノキコンテナ苗の冬
季・春先の管理外

長野県山林種苗協同組合

H30年8月22日、 滋賀県甲賀市、東近江
23日
市、高島市

スギ･ヒノキの育苗技術のレベル
アップと育苗環境整備についての
研修

滋賀県山林種苗協同組合

H30年5月～12
月

抵抗性クロマツｺﾝﾃﾅ苗の育苗技
術の確立。カラマツコンテナ苗の
得苗率向上試験

鳥取県山林樹苗協同組合

少花粉スギ品種の得苗率の向上
H30年5月～H31 広島県安芸高田市、三次 技術を習得。スギ挿木コンテナ苗
年3月
市
育成方法の向上に向けた技術研
修の実施

広島県樹苗農業協同組合

長野県松本市

鳥取県内

H30年5月～H31
大分県内
年3月

コンテナ苗生産の技術・品質の向
上支援

大分県樹苗生産農業協同組合

４ 造林者等を対象としたコンテナ苗の植栽に関する研修会の実施
月 日

備考（研修内容等）

実施主体者

北海道音更町、浦幌町

コンテナ苗の生産や植栽作業の
状況などについて現地研修を行う
ことにより、そのメリットについての
理解促進を図る

北海道山林種苗協同組合

H30年9月～12
月

宮城県大衡村

造林者コンテナ苗研修会として、こ
れまで管内に設置されたコンテナ
苗植栽試験地の生育状況等の情
報提供及び造林技術について研
修を行い、コンテナ苗への理解と
利用拡大を図る

宮城県農林種苗農業協同組合

H30年8月

山形県内一円

全組合員の苗畑を、組合員・県及
び森林管理署の担当者と巡回し、
技術向上を図る

山形県山林種苗協同組合

コウヨウザンコンテナ苗の研修会
H30年5月～H31 茨城県内一円、茨城県林
を造林者と行い、同時に試験植栽
年3月
業技術センター
を含めた現地植栽指導を行う等

茨城県林業種苗協同組合

H30年10月

H30年11月

開催場所

千葉県匝瑳市外

造林者等を対象に県内座学・現地
千葉県山林種苗緑化木協同組合
研修会を実施

H30年10月～11 石川県加賀地区の造林
月
地

コンテナ苗を使った低コスト造林
技術研修

石川県山林種苗協同組合

H30年7月～12
月

植伐一貫作業モデル事業地にお
ける研修会の開催

長野県山林種苗協同組合

長野県長野市外

H30年11月～Ｈ
鳥取県米子市、境港市
31年3月

抵抗性ｸﾛﾏﾂｺﾝﾃﾅ苗とポット苗の
植栽実地研修会

鳥取県山林樹苗協同組合

H30年11月～12
鳥取県智頭町
月

カラマツコンテナ苗の現地植栽及
び2成長期経過後の生育状況観
察

鳥取県山林樹苗協同組合

H30年5月～H31
広島県廿日市市他
年3月

造林主体への技術指導を担う土
地所有者（廿日市市）、造林者(森
林組合)の指導と、県普及組織の
職員を対象に少花粉スギ挿木コン
テナ苗の植栽研修を実施し、少花
粉スギの普及を促進する

広島県樹苗農業協同組合

H30年11月

山口県美祢市

コンテナ苗生産技術の概要、苗木
の運搬・植栽方法、専用器具等を
使った植栽実習等現地研修会

山口県樹苗生産農業協同組合

H30年8月

高知県内

コンテナ苗生産者及び造林者を対
象としたコンテナ苗生産技術研修
会

香川県山林種苗協同組合

コンテナ苗の特性を活かした造林
技術の習得による需要拡大を目
指して座学研修会等を専門家を招
聘して開催

愛媛県山林種苗農業協同組合

備考（研修内容等）

実施主体者

茨城県内生産者苗畑、
H30年5月～H31
（国研）森林総合研究所
年3月
林木育種センター

コウヨウザンコンテナ苗育苗研修
会を林木育種センターの指導を得
て行う

茨城県林業種苗協同組合

H30年12月～
H31年2月

長野県塩尻市

長野県コンテナ苗生産技術の検
証確認等について生産者、需要
者、行政含めての研修会

長野県山林種苗協同組合

H30年8月

鳥取県鳥取市

企業が行うＣＳＲ植樹活動におけ
るコンテナ苗利用に関する意見交
換会

鳥取県山林樹苗協同組合

H30年11月

鳥取県鳥取市

ヒノキの5種コンテナ苗及び２種裸
苗の比較試験林で１年経過後の
成長観察会及び根系比較調査

鳥取県山林樹苗協同組合

H30年5月～H31
広島県三次市
年3月

早生樹種コウヨウザンのハウス施
設による幼苗生産者を視察し、生
産技術上の課題と対策について
意見交換する

広島県樹苗農業協同組合

H30年5月～H31
愛媛県松山市外
年3月

５ その他研修会の実施等
月 日

開催場所

６ 種苗の需給情報等を共有する取組

月 日
H30年8月～11
月

H30年6月～12
月

開催場所

備考（研修内容等）

実施主体者

宮城県大衡村

組合員に対して、苗木の需給情報
等を提供し、種苗の安定供給のた
めの生産活動を促進する

宮城県農林種苗農業協同組合

栃木県那須地区

苗木の品質向上及び生産拡大を
図るため、苗木植栽現場での課題
栃木県山林種苗緑化樹協同組合
等の意見交換を行い、情報の共
有を図る

H30年6月～H31 石川県中能登町、羽咋
年3月
市、津幡町、小松市

供給可能量把握並びに需要者へ
の生産本数の提供及び需給調整

石川県山林種苗協同組合

H30年5月～H31
長野県長野市外
年2月

苗木需要者と苗木生産者間での
調整を図り、需要への対応。残苗
が生じないような体制づくりのため
の調査研究。

長野県山林種苗協同組合

H30年10月

広島県廿日市市、島根県 種苗の安定供給のための事例研
雲南市
究

H31年2月

鳥取県鳥取市

H30年9月～H31
広島県広島市
年3月

鳥取県山林樹苗協同組合

鳥取県コンテナ苗需給情報協議
の場設置に係る意見交換会

鳥取県山林樹苗協同組合

県苗組が県林業課と連携して、国
有林、水源林整備、森林組合連合
会、各地方森林組合から植林計
画や苗木生産者の生産見込量を
収集し、互いに共有する仕組みを
整え、円滑な苗木需給体制を構え
る

広島県樹苗農業協同組合

