
４-１　依頼調査と指導

職 氏　　名 テ ー マ 依　頼　者　名 年　月

研究部長 岩見光一 湘南海岸砂防林指針の技術指導 藤沢土木事務所 2006.10

研究部長 岩見光一 高圧線下支障木の取り扱い方法の指導 東京電力㈱ 2006.11

研究部長 岩見光一 常盤宮記念樹の病害虫診断 県立循環器呼吸器病センター 2006.9

研究部長 岩見光一 城山町役場記念樹の病害虫診断 津久井地域県政総合センター 2007.2

研究部長 岩見光一 県産木材のスギアカネトラカミキリの被害調査 湘南地域県政総合センター 2006.7

専門研究員 山根 正伸
丹沢大山総合調査のGIS活用についてのArcGIS事例集掲載に係るヒ
アリング

(株)ESRIジャパン 2007.6

専門研究員 山根 正伸 丹沢山地の現状について テレビアサヒ報道ステーション 2007.1

専門研究員 山根 正伸
中日本高速道路株式会社八王子支社管内野生動物侵入対策検討に
関するヒアリング

社団法人道路緑化保全協会 2007.2-3

主任研究員 藤澤 示弘 鑑定依頼（食中毒原因菌） 横浜市金沢福祉保健センター長 2006.8

主任研究員 藤澤 示弘 栽培技術指導 西湘地域県政総合センター森林課 2007.3

主任研究員 田村 淳 早戸川における渓畔林造成 森林課 2006.4

主任研究員 田村 淳 博物館実習「資料の整理と分類」 保全C自然保護課 2006.8

主任研究員 田村 淳 春の木丸の植樹について 宮ケ瀬村　落合氏 2006.10

専門員 越地 正 ヒノキ立ち枯れ原因調査 西湘地域県政総合センター森林保全課 2006.6

専門員 越地 正 マツの材線虫診断 湘南地域県政総合センター森林保全課 2006.8

専門員 越地 正 宮ヶ瀬湖畔モミの樹勢診断 （財）宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 2006.10

４-２　講師派遣

職 氏　　名 テ ー マ 依　頼　者　名 年　月

研究部長 岩見光一 自然環境保全センター職員研修「場内の植生について」 自然環境保全センター 2006.6ほか

専門研究員 山根 正伸
座間市環境講演会「丹沢山地のブナ林の衰退問題、原因・影響・
対策について」。

座間市 2006.6

専門研究員 山根 正伸
環境・防災地理情報（GIS）、GISによる環境解析手法

国土交通省国土交通大学校 2006.7

専門研究員 山根 正伸
森林整備の効果検証及び関係情報のGIS化について（水源環境保
全・再生施策に係わる有識者懇談会）

土地水資源対策課 2006.9

専門研究員 山根 正伸 丹沢大山総合調査の結果と政策提言について たんざわやまなみクラブ 2006.10

専門研究員 山根 正伸
持続可能な原材料調達 連続セミナー第4回「増える中国の木材需
要と中露国境の木材貿易」

(財)地球人間環境フォーラム 2006.9

主任研究員 藤澤 示弘 きのこの栽培資材 神奈川キノコの会 2006.5

主任研究員 藤澤 示弘 第１回西湘地区林業講習会「食品の安全性と表示」 西湘地域県政総合センター 2006.7

主任研究員 藤澤 示弘 菌床センター技術講習会 JAいせはら菌床生産組合 2006.10

主任研究員 田村 淳 神奈川県森林整備基本研修 森林課 2006.5

主任研究員 田村 淳 自然環境保全センター職員研修「場内の植生について」 自然環境保全センター 2006.6ほか

主任研究員 田村 淳 丹沢の緑を育む集い 丹沢自然保護協会 2006.6

主任研究員 田村 淳 森林インストラクター養成講座「森林の生態」 神奈川森林づくり公社 2006.9

主任研究員 田村 淳 丹沢エコツアーガイド養成講座「丹沢の植物」 自然環境保全センター自然保護公園課 2006.10

主任研究員 田村 淳 県立機関人材活用講座「丹沢の森林環境とその植物」 生涯学習文化財課 2006.11

主任研究員 田村 淳 現業職員研修「希少種の保護とブナ林の再生」 環境農政総務課 2007.1

技師 笹川 裕史 自然環境GISサミット 国土交通省 2006.5

技師 笹川 裕史
地方発自然再生をどう進めるか　－丹沢と各地の取り組みか
ら考える－

丹沢大山総合調査情報整備調査チーム 2006.4

技師 笹川 裕史 丹沢山地におけるブナ林衰退の把握
神奈川県
神奈川県科学技術フォーラム

2006.9

技師 笹川 裕史
自然再生丹沢方式
-丹沢大山の多様な恵みの再生を目指して－

ESRIジャパン
GISコミュニティーフォーラム

2006.11

技師 笹川 裕史 林業作業士育成研修 かながわ森林づくり公社 2006.12

技師 笹川 裕史
自然再生丹沢方式
-丹沢大山の多様な恵みの再生を目指して－

ESRIジャパン
GISコミュニティーフォーラム

2007.2

臨時技師 谷脇 徹 穿孔性害虫に関する研修会 神奈川県森林組合連合会 2006.12

４　諸活動



臨時技師 谷脇 徹
森林整備研修会～作業道沿いに進める山の手入れと穿孔性害虫被
害の基礎知識～

足柄上地域県政総合センター 2006.12

専門員 越地 正 森の学校夏の教室－土と水の話 丹沢自然保護協会 2006.8

専門員 越地 正 森林インストラクター養成講座(種と苗木) かながわ森林づくり公社 2006.9

専門員 越地 正 森林インストラクター養成講座(土壌) かながわ森林づくり公社 2007.2

４-３　委員会・研究会

職 氏　　名 名　　　称 依頼者・主催者等 回数

研究部長 岩見 光一 神奈川県科学技術政策推進会議幹事会 政策課 5

研究部長 岩見 光一 農林水産系試験研究機関企画調整担当者会議 農業技術センター 1

研究部長 岩見 光一 農林水産系試験研究機関企画調整会議 農業技術センター 1

研究部長 岩見 光一 環境農政部農林水産系技術連絡会議 農業技術センター 1

研究部長 岩見 光一 農林水産情報システム運営委員会 農業技術センター 1

研究部長 岩見 光一 関東中部林業試験研究機関連絡協議会 （独）森林総合研究所 2

研究部長 岩見 光一 関東中部林業試験研究機関連絡協議会実務者会議 （独）森林総合研究所 1

研究部長 岩見 光一 花粉関係調査委員会 （社）全国林業改良普及協会 2

研究部長 岩見 光一 神奈川県林業協会３支部共催林業共進会審査会 湘南地域県政総合センター 2

研究部長 岩見 光一 水源林確保・整備専門委員会 森林課 1

研究部長 岩見 光一 自然環境保全センター報告編集委員会 自然環境保全センター 1

研究部長 岩見 光一 丹沢大山保全対策推進会議 自然環境保全センター 2

研究部長 岩見 光一 丹沢大山保全緊急対策検討委員会 自然環境保全センター 3

研究部長 岩見 光一 国指定史跡保存管理委員会 鎌倉市 1

研究部長 岩見 光一 ヤマビル対策共同研究会議 政策課 4

研究部長 岩見 光一 関中林試連　木質バイオマス研究会 千葉県森林研究所 1

専門研究員 山根 正伸
水源環境保全・再生推進会議　モニタリング・情報提供作業
部会

土地水資源対策課 3

専門研究員 山根 正伸
野生鳥獣被害の軽減に資する森林整備の効果的推進手法開発
調査委員会

林政総合調査研究所（林野庁） 5

専門研究員 山根 正伸
共同研究；北東アジアの人間活動が北太平洋の生物生産に与
える影響評価

大学共同利用機関法人人間文化研究機構
総合地球環境学研究所

2

主任研究員 藤澤 示弘 関中林試連　きのこ施設栽培の技術開発研究会
研究会会長（富山県林業技術センター所
長）

1

主任研究員 藤澤 示弘 特用林産振興対策協議会 環境農政部森林課 1

主任研究員 藤澤 示弘 関中林試連　広葉樹造林にかかる遺伝的多様性研究会
研究会会長（静岡県林業技術センター所
長）

1

主任研究員 田村 淳 自然系調査研究機関連絡会議（NORNAC) 環境省生物多様性センター 1

臨時技師 谷脇 徹 関中林試連　広葉樹造林にかかる遺伝的多様性研究会
研究会会長（静岡県林業技術センター所
長）

1

専門員 越地 正 林木育種推進関東地区協議会
独立行政法人林木育種センター（愛知県
庁）

1

専門員 越地 正 関東甲信越花粉症研究会 日本気象協会 1

専門員 越地 正 岡山県二上山等ブナ林調査 つくば市国立環境研究所 1

＊丹沢大山総合調査に関する委員会等は、1-5丹沢大山総合調査の実績参照

４-４　研修

職 氏名 課  題  名 期間

主任研究員 内山 佳美
研究リーダー育成のための研究マネージメント研修（政策課
主催）

2007.1

臨時技師 谷脇 徹 乗用型モノレール安全（技能）講習 2006.8

臨時技師 谷脇 徹 伐木等の業務（チェーンソー作業従事者）特別教育 2006.11


