
No. 1654
2022 年 3 月号目次

「感謝のしるし」として 10 万マルク
　─第一次世界大戦が林業における独日間の　クリストフ・エント
　　協力関係に及ぼした影響─ ………………ハイン・セバスチアン… 2

特集　平成林業逸史 �

　製紙化学からナノファイバー科学への取り組み ……磯貝　　明…10

特集　東日本大震災から 10年目のいま ⑼

　津波被害からの海岸林の再生と樹木の根の発達………野口　宏典…19

原木運送事業者の状況─東北地域を中心に─ ……………駒木　貴彰…26

慶良間諸島国立公園における外来イノシシ問題
　─沖縄県渡嘉敷島に迫る危機─ ……………………………大田伊久雄…35

オリンピックオーク物語 …………………………………………田中　　潔…43

林業動静年報　林政編

　全国の広葉樹活用プロジェクトの近年の動向
　　─アンケート調査・事例研究から見えてきたこと─
 …………………………………………………池田　幸浩・高橋　卓也…56

　　〔表紙・目次〕題字：川合　玉堂

新刊図書紹介 …………………………49

林材界時報 ………………………………64

記者クラブから …………………………66

表紙写真に寄せて ………………表紙2

編集部たより ………………………表紙3

　林 産 物 貿 易
　レ　ポ　ー　ト

ロシアにおける針葉樹丸太輸出
　禁止政策とそれに伴い ……………
　　想定される影響

立花　　敏……50

　山　里　紀　行 畏敬の念 ……………………………………内山　　節……52

　森　の　採　譜 賢者の教え …………………………………丹治富美子……54

　緑　の　切　手 樹木シリーズの旅（45）
　「ジャマイカ」 ………………羽賀　正雄……63
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ウイスキー樽への国産材の利用 …………………………………輿水　精一… 2

私の林業経営
　山長の林業経営と紀州材一貫生産体制について ………榎本　長治…11

特集　平成林業逸史 �
　平成期における林業機械開発秘話 …………………………川崎　智資…20

特集　東日本大震災から 10年目のいま ⑽
　津波被災海岸林の再生と生育基盤整備の現状 …………小野　賢二…28

シリーズ　森林経営管理制度の現状とこれから ⑴
　森林経営管理制度の概要 ………………………林野庁森林集積推進室…36

「合自然」の林業経営を提唱─ヒノキ天然更新と
　「合自然」に生涯を捧げられた赤井龍男先生を偲ぶ─
 …………………………………………………………………………眞下　正樹…45

第 60 回全国林業経営推奨行事賞状伝達贈呈式開催 ………………………55

総裁 秋篠宮皇嗣殿下のおことば …………………………………………………58

林業動静年報　研究・教育編

　落葉樹林における森林火災危険度の特徴 ………………玉井　幸治…66

　　〔表紙・目次〕題字：川合　玉堂

新刊図書紹介 …………………………54

林材界時報 ………………………………76

記者クラブから …………………………78

表紙写真に寄せて ………………表紙2

編集部たより ………………………表紙3

　林 産 物 貿 易
　レ　ポ　ー　ト

フィンランドにおける
　ロシア材丸太輸入 …………………立花　　敏……60

　山　里　紀　行 テンカラ釣り ……………………………内山　　節……62

　森　の　採　譜 賢者の贈り物 ……………………………丹治富美子……64

　緑　の　切　手 樹木シリーズの旅（46）
　「セントビンセント」 ………………羽賀　正雄……75
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再造林の意義と経済的な考え方、
　そのための林業技術の開発 ……………………………………宇都木　玄… 2

特集　平成林業逸史 �
　京都会議も終盤に大混乱
　　─森林の取扱いを巡って─ …………………………………井出　光俊…11

特集　東日本大震災から 10年目のいま ⑾
　仙台湾沿岸における海岸防災林再生の取組 ……………島田喜代司…19

シリーズ　森林経営管理制度の現状とこれから ⑵
　岡山県美作市における森林経営管理制度の取り組み…小林　靖明…28

天然林択伐施業の DX ………………………………………………尾張　敏章…36

林業動静年報　林政編

　COP26 における森林関連分野の動向 ………………………川島　　裕…52

　　〔表紙・目次〕題字：川合　玉堂

「創意工夫」表彰行事受賞者の紹介 …43

新入会員紹介 …………………………50

新刊図書紹介 …………………………51

林材界時報 ………………………………62

記者クラブから …………………………64

表紙写真に寄せて ………………表紙2

編集部たより ………………………表紙3

定時総会のご案内 ………………表紙4

　林 産 物 貿 易
　レ　ポ　ー　ト

茨城県における
　2020～21 年度のスギ丸太価格 ……立花　　敏……44

　山　里　紀　行 持続可能性 …………………………………内山　　節……46

　森　の　採　譜 源氏の香り …………………………………丹治富美子……48

　緑　の　切　手 樹木シリーズの旅（47）
　「セントルシア」 ………………羽賀　正雄……61
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脱プラスチック社会と木質バイオマスへの期待 …………高田　秀重… 2

特集　平成林業逸史 �
　林道と作業道─その歩んだみ

・ ・

ちと未
・ ・

来─ ………………小原　文悟…11

特集　東日本大震災から 10年目のいま ⑿ 最終回
　東日本大震災からの森林・林業の復興に残された課題 …篠宮　佳樹…19

シリーズ　森林経営管理制度の現状とこれから ⑶
　静岡県富士市における森林経営管理制度の取組み ……渡邉　直樹…26

令和 4 年度　林野関係予算の概要 ……………………………大倉　正彦…34

コロナ禍における大学教育
　（1）　オンライン化で補えないことが多すぎた
　　　　 ─北海道大学─ ………………………………………柿澤　宏昭…39

　（2）　コロナ禍における宇都宮大学森林科学科の記録 …林　　宇一…41

大貫仁人名誉会長を偲ぶ …………………………………………沢田　治雄…50

林業動静年報　林政編

森林・農山村地域と消費者を繋ぐ「ウッドデザイン賞」
　─さらなる国産材利用の促進へ向けて─ ………………木俣　知大…52

　　〔表紙・目次〕題字：川合　玉堂

新刊図書紹介 …………………………51

林材界時報 ………………………………62

記者クラブから …………………………64

表紙写真に寄せて ………………表紙2

編集部たより ………………………表紙3

　林 産 物 貿 易
　レ　ポ　ー　ト

日本銀行「国内企業物価指数」
　に見る 2020 年以降の …………
　　木材・木製品物価指数

立花　　敏……44

　山　里　紀　行 羽黒山 ………………………………………内山　　節……46

　森　の　採　譜 花鳥風月屏風 ……………………………丹治富美子……48

　緑　の　切　手 樹木シリーズの旅（48）
　「バルバドス」 ………………羽賀　正雄……61
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林業の新たな価値実現に向けて
　─スマート林業から林業DXへ─ …………………………寺岡　行雄… 2
創立 140周年記念シンポジウム　大日本山林会の 140年とこれから
　基調講演　これからの林業の展望 …………………………本郷　浩二…10
　大日本山林会の歴史と活動の展開 …………………………箕輪　光博…16
特集　平成林業逸史 �
　「森林環境税」と「森林環境譲与税」成立までの経過 …辻　　一幸…22
シリーズ　森林経営管理制度の現状とこれから ⑷
　和歌山県有田川町における森林経営管理制度
　　の取り組み ……………………………………………………児玉　晋平…28
コロナ禍における大学教育
　⑶　新たな生活スタイルと学業 ─東京大学における
　　　　コロナ疫対応体験での大学事業─ ………………仁多見俊夫…36
　⑷　コロナ禍で一変した大学と学生の日常
　　　　─日本大学─ ……………………………………………杉浦　克明…39
令和 4年度 大日本山林会定時総会報告 ………………………………………42
令和 4年度 参与会議の開催 …………………………………………………………45

林業動静年報　木材産業編
　いかにして地域材を活用していくか ─多摩産材情報センターと
　　多摩産材利用拡大フェア─ ……………………………市村　邦之…55

　　〔表紙・目次〕題字：川合　玉堂

新刊図書紹介 ……………………47/54
林材界時報 ………………………………62
記者クラブから …………………………64

表紙写真に寄せて ………………表紙2
編集部たより ………………………表紙3

　林 産 物 貿 易
　レ　ポ　ー　ト

ニュージーランドにおける
　大規模人工林保有者と林地投資…立花　　敏……48

　山　里　紀　行 森へのまなざし …………………………内山　　節……50
　森　の　採　譜 黄金蜘蛛 ……………………………………丹治富美子……52

　緑　の　切　手 森林トピックス（137）
　「国土緑化・全国植樹祭⑯」 ………羽賀　正雄…表紙4




