
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 開催場所 備考（研修内容等） 実施主体者

令和元年7月～
12月

長野県松本市、長野市、
野沢温泉村

カラマツ及びスギコンテナ苗に係
る苗木指導員による技術指導、挿
木技術の習得外

長野県山林種苗協同組合

令和元年5月～
令和２年3月

山口県美祢市外
コンテナの培地充填、幼苗の移
植、根鉢形成及び得苗率の向上
技術等の基礎研修

山口県樹苗生産農業協同組合

H3１年４月～令
和２年3月

高知県香美市香北町
コンテナ苗生産経験者及び先進
地の講師からの基礎知識習得を
目的とした研修

高知県種苗緑化協同組合

令和元年5月～
令和２年3月

大分県内
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

令和元年7月～8
月

北海道壮瞥町、厚真町
道内主要樹種（ﾄﾄﾞﾏﾂ、ｶﾗﾏﾂ、ｸﾞｲ
ﾏﾂ雑種F1ｸﾘｰﾝﾗｰﾁなど）の山行
苗の養成技術習得

北海道山林種苗協同組合

令和元年8月～
令和２年3月

茨城県内外

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。コンテナ苗の普及に
伴い、出荷準備の時間短縮の検
討（梱包方法の再検討）等を行う

茨城県林業種苗協同組合

H31年4月～令
和元年10月

石川県小松市、羽咋市、
金沢市

ﾏﾂﾉｻﾞｲｾﾝﾁｭｳ接種技術訓練の
外、播種、施肥、灌水管理等養苗
に係る技術研修

石川県山林種苗協同組合

令和元年10月～
令和２年2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

令和元年7月
鳥取県西伯郡伯耆町外４
箇所

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

*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。

令和元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)



令和元年5月～
令和２年3月

広島県三次市、安芸太田
町外

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

令和元年10月～
令和２年3月

愛媛県松山市外
コンテナ苗生産現場での応用的な
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

H3１年４月～令
和２年3月

高知県香美市、大豊町、
高知市外

経験で気がついた点等について
相互発表、意見交換、専門家から
のアドバイスを行う。タイプ別コン
テナ苗生産の比較研究を行う

高知県種苗緑化協同組合

令和元年5月～
令和２年3月

大分県内外

得苗率向上と生産コストの低減を
図るための生産技術研修。生産
拡大のためのミニ穂を活用した増
殖技術の研究及び研修会の実施

大分県樹苗生産農業協同組合

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

H3１年４月～令
和２年3月

北海道内一円

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

令和元年５月～
12月

宮城県蔵王町外8市町
県（試験研究機関）の協力を得
て、優良苗木生産技術向上のた
め巡回指導

宮城県農林種苗農業協同組合

令和元年6月～
令和２年3月

石川県羽咋市、中能登
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
生産技術向上研修

石川県山林種苗協同組合

令和元年５月～
12月

長野県松本市、東筑摩
郡、上伊那郡、大町市

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

令和元年6月～
令和２年２月

鳥取県内３カ所
カラマツ及びコウヨウザンの直播
きによるｺﾝﾃﾅ苗の養成技術の確
立。当年生山出し苗の検討

鳥取県山林樹苗協同組合

令和元年5月～
令和２年3月

広島県安芸高田市、三次
市外

少花粉スギ品種の得苗率の向上
技術を習得。スギ挿木コンテナ苗
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

令和元年5月～
令和２年3月

山口県美祢市外
灌水、施肥及び病害虫防除、出荷
等について、県の研究員、専門員
と連携し、技術指導を実施

山口県樹苗生産農業協同組合

H3１年４月～令
和２年3月

高知県安芸市、四万十
市、宿毛市

生産者個々の経験やノウハウ等
の情報交換、比較検討により、生
産技術の高度化とコスト低減を目
指した研修の実施

高知県種苗緑化協同組合



令和元年5月～
令和２年3月

大分県内
コンテナ苗生産の技術・品質の向
上支援のための巡回指導

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 開催場所 備考（研修内容等） 実施主体者

令和元年10月 北海道滝上町

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

令和元年5月～
令和２年3月

茨城県笠間市
コウヨウザンコンテナ苗の研修会
を造林者と行い、同時に試験植栽
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

令和元年10月～
令和２年3月

石川県小松市、かほく市
少花粉スギ苗の機械運搬、植栽
の外。植穴堀機による海岸林植栽
を行う

石川県山林種苗協同組合

令和元年7月～
12月

長野県佐久市外
植栽箇所における苗木の成長と
出荷形態の調査研修等

長野県山林種苗協同組合

令和元年10月～
令和２年1月

和歌山県海南市、和歌山
市

造林者等にコンテナ苗の基礎知
識の座学研修、生産現場での現
地研修会を実施

和歌山県山林種苗協同組合

令和元年11月 鳥取県鳥取市

ヒノキコンテナ苗と裸苗を植栽し、
両者のメリット、デメリットを体得す
る。両者の定植から２年後の成長
量比較、堀取って根系の発達程度
を比較

鳥取県山林樹苗協同組合

令和元年5月～
令和２年3月

広島県廿日市市他

造林主体への技術指導を担う土
地所有者、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

令和元年10月～
12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

令和元年8月 徳島県内
コンテナ苗生産経験者及び造林
者を対象としたコンテナ苗の現地
研修会

香川県山林種苗協同組合

令和元年10月～
令和２年3月

愛媛県松山市外

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・現地研修会等を専門
家を招聘して開催

愛媛県山林種苗農業協同組合



H3１年４月～令
和２年3月

高知県高知市、いの町、
四万十市、土佐町

森林組合及び造林業者等との意
見交換会及び検討会、コンテナ苗
植栽地検証

高知県種苗緑化協同組合

５　その他研修会の実施等

月　日 開催場所 備考（研修内容等） 実施主体者

令和２年1月 宮城県石巻市外

森林総合研究所東北支所の協力
を得て、コンテナ苗の形状比を低く
抑えた、がっちりした苗木の生産
方法等について研修会を開催

宮城県農林種苗農業協同組合

平成３１年4月～
令和２年3月

茨城県内生産者苗畑、山
林

出荷したコンテナ苗の山での管理
方法について検討。コウヨウザン
コンテナ苗育苗試験等

茨城県林業種苗協同組合

令和元年9月～
11月

長野県内外
小・低花粉スギの生産体系と増殖
方法について研修会。コンテナ挿
木苗生産地調査研修

長野県山林種苗協同組合

令和元年9月～
12月

鳥取県鳥取市、東伯郡三
朝町

カラマツ球果の採取方法に関する
研修会、無花粉スギの短期・急速
増殖方法に関する研修会

鳥取県山林樹苗協同組合

令和元年5月～
令和２年3月

広島県三次市外

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

H31年4月～令
和２年3月

高知県香美市、安芸市
高成長樹種、育苗期間短縮につ
いての研修

高知県種苗緑化協同組合

６　種苗の需給情報等を共有する取組

月　日 開催場所 備考（研修内容等） 実施主体者

令和元年8月～
11月

宮城県大衡村

生産者及び需要者に対して、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。また、マスメディアを活用しコ
ンテナ苗のＰＲと安定供給のため
の活動を促進する

宮城県農林種苗農業協同組合

令和元年6月～
令和２年3月

石川県中能登町、羽咋
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

令和元年5月～
令和２年2月

長野県長野市外

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
の調査検討

長野県山林種苗協同組合

令和元年10月 岐阜県下呂市

岐阜樹木育苗センターにおけるコ
ンテナ苗大量増殖の実態及び余
剰苗の販売戦略について調査研
究する

鳥取県山林樹苗協同組合



令和元年9月～
令和２年3月

広島県内

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な
どの情報を収集し、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

H31年4月～令
和２年3月

高知県香美市、安芸市、
四万十町

花粉症対策コンテナ苗の普及及
び需要拡大のため、生産者側と需
要者側との意見交換会及び検討
会

高知県種苗緑化協同組合


