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独立行政法人 森林総合研究所北海道支所

 

現場問題マッチングフォーラム 

「森林技術連携フォーラム in 下川町」の開催について 

 
 
 
 
 

ポイント 

・森林・林業に関する新しい技術開発成果を発信し、地域に利用してもらう 

・エネルギー・環境問題の新たな解決法、「木質バイオマス」を話題とする 

・現場～地方行政～国が連携して問題を議論する現場指向型のフォーラム 

概要 

独立行政法人森林総合研究所は、下川町・下川町森林組合及び住友林業の共催を得て、情報

公開企画として、現場問題マッチングフォーラム「 森林技術連携フォーラム in 下川町 」を    

１１月１６日（火）に開催いたします。 

2007年2月にバイオマス・ニッポン総合戦略会議が取りまとめた「国産バイオ燃料の大幅な生

産拡大」の中期的目標では、2030年頃までに化石燃料や国際価格と比較して競争力のある国産

バイオ燃料の大幅な生産拡大を図るとされています。現在導入しようとしているバイオマスの

中に「資源作物」があり、その高度な生産技術の研究開発が求められています。温帯にある日

本ではヤナギを使った「資源作物」の利用が考えられています。ヤナギ（木質バイオマス）は

成長が早く、造成・収穫が容易で、繰り返し生産・収穫できる持続性を備えているからです。 

本フォーラムは、独立行政法人森林総合研究所が主催となり、下川町・下川町森林組合及び

住友林業の共催のもと、試験的にヤナギを資源作物として栽培する現場の技術とその問題点を

中心に、今後の資源作物・未利用系バイオマスの利用計画も含め、森林・林業の関係者とフォ

ーラム形式で連携し、議論する現場主体型の試みです。これによって、新しい栽培技術、その

バイオマス利用まで考えたメリット・デメリット等を相互理解し、現場への円滑な技術導入が

なされ、適正な作業方法が浸透し、林業の活性へと繋げていきます。 

当日は是非取材にお越しいただき、誌面、番組等でご紹介いただければ幸いです。 

日時：平成２２年１１月１６日（火）１３時３０分 ～１７時００分 

場所：下川町バスターミナル合同センター（北海道上川郡下川町） 

問い合わせなど 

独立行政法人 森林総合研究所北海道支所長 川路 則友   

担当者：森林総合研究所北海道支所 チーム長(CO2 収支担当) 宇都木 玄  

広報担当者：独立行政法人 森林総合研究所北海道支所 連絡調整室長 室谷 邦彦  
             Tel：011-590-5503（直通） Fax：011-851-4167 

URL：http://www.ffpri-hkd.affrc.go.jp/ 
 

この資料は、道政記者クラブ及び札幌市役所記者クラブへ配布しています 
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森林技術連携フォーラム in下川町 

木質バイオマス生産を考える 

（主催） （独）森林総合研究所 
（共催） 下川町、下川森林組合、住友林業(株) 
（後援） 林野庁（予定） 
（協賛） サッポロビール(株) 

平成２２年１１月１６日（火） 

１３：３０～１７：００ 

【問い合わせ先】 独立行政法人 森林総合研究所 北海道支所 連絡調整室 室谷 

   Tel. 011-590-5503 Fax. 011-851-4167  E-mail muroya@ffpri.affrc.go.jp 

下川町バスターミナル合同センター 

北海道上川郡下川町共栄町６ 

01655-4-3434 

入場無料 

（定員100名） 

● 木質バイオマスの栽培技術 

 森林総研北海道     宇都木 玄 

● 新たな樹木の開発 

 住友林業筑波研究所 中村健太郎 

● 収穫技術とコストを考える 

 森林総研北海道     佐々木尚三 

● 生産現場での問題点 

 下川町森林組合     板橋太郎 

● 利用を巡る社会情勢 

 筑波大学          立花 敏 

プログラム 

公開シンポジウム 

国道239号 

←名寄 興部→ 

下川町役場 

バスターミナル合同センター 

五
味
温
泉
→ 

交通機関（名士バス） 

 名寄駅前12:42－下川ターミナル13:10 

 下川ターミナル18:15－名寄駅前18:42 

 下川ターミナル19:25－名寄駅前19:52 

会場 



森林技術連携フォーラム in 下川町 

木質バイオマス生産を考える 

 

日時：平成 22 年 11 月 16 日（火） 13:30～17:00 
 
会場：下川町バスターミナル合同センター 
  〒098-1203 北海道上川郡下川町共栄町６ TEL:01655-4-3434
 
宿泊：下川町内 五味温泉、エコハウス、森のなかヨックル（事前申込の方） 
 
プログラム 
13:30～13:45 開会挨拶   
      森林総合研究所北海道支所長  川路 則友 

下川町町長    安斎 保 
 
講演      
13:45～14:15 木質バイオマスの栽培技術 森林総研北海道 宇都木 玄 
 
14:15～14:45 新たな樹木の開発  住友林業筑波研究所 中村健太郎 
 
14:45～15:15 収穫技術とコストを考える 森林総研北海道 佐々木尚三 
 
15:15～15:45 生産現場での問題点 下川町森林組合業務科業務係 板橋太郎 
 
15:45～16:15 利用を巡る社会情勢  筑波大学  立花 敏 
 
16:25～16:55 質疑応答・総合討論  司会 森林総研四国 田内裕之 
 
16:55～17:00 閉会挨拶   森林総研四国  田内裕之 
 
17:30～ 会費制懇親会 
 
主催：独立行政法人森林総合研究所 
共催：下川町、下川町森林組合、住友林業 
後援：林野庁（予定） 
協賛：サッポロビール 
 
☆申し込み方法 
参加は無料です。別紙１に所属、職、氏名等を記入し、FAX 又は E-mail で申し込みをお願い
いたします。 申込締切は 11 月 5 日（金）です。 
 
☆申込および問いあわせ先 
（独立行政法人）森林総合研究所北海道支所 連絡調整室 室谷邦彦 
   Email:muroya@ffpri.affrc.go.jp  Tel:011-590-5503 Fax:011-851-4167 

 
 



別紙１ 

シンポジウム「木質バイオマス生産を考える」 への参加申込用紙 

 

所属 職名 氏名 連絡先 

（住所及び電話/Email） 

懇談

会 

現地

視察

宿泊

希望

       

       

       

       

前泊地 交通手段 その他ご希望 

 （ ）公共機関で下川へ 
（ ）レンタカーで下川へ 
（ ）その他 

 
 
 

 
・参加される方の所属、氏名、連絡先の記入をお願いいたします。 

・懇談会（16 日）、現地視察（17 日）、宿泊手配（16 日）を希望の方はそれぞれの欄に○を

お願いします。 

・送迎方法等を調整いたしますので、前泊地、会場までの交通手段等もご記入下さい（参考

資料ご覧下さい）。 

 

 

 

送付先 

 FAX もしくは E-mail にて下記宛送付願います。 

 〆切は 11 月 5 日（金）です。 

 

プロジェクト事務局 

独立行政法人 森林総合研究所北海道支所 室谷邦彦 

FAX: 011-851-4167 

E-mail： muroya@ffpri.affrc.go.jp

mailto:muroya@ffpri.affrc.go.jp


別紙２ 

 

参考資料 

 

スケジュールの詳細 

11 月 16 日（火） 

 13：30～ 会場受付開始 （下川町バスターミナル合同センター） 

 13：30～ シンポジウム開始 

17：30～ 懇談会  （会費：4,000 円） 

19：25～ 名寄へのバス発 

20：00～ 五味温泉へ送迎 

    エコハウス、ヨックルに宿泊の方は、歩いて帰ることができます。   

 

11 月 17 日（水） 

 07：30～  エコハウス、ヨックル宿泊の方はバスで五味温泉へ移動 

08：30～ 現地視察（五味温泉、木質燃料ボイラー） 

08：50～ ヤナギ栽培地 

09：10～ カラマツ＋モアツリー 

10：00～ 森林組合内加工施設 

10：40～ 北町工場（炭）他 

11：30～ 名寄駅へ 

12：00  名寄駅到着 

12：55  名寄発 快速なよろ 6号 

14：17  旭川着 

14：30  旭川発 カムイ 34 号→札幌着 15：50 

14：50  旭川発 カムイ 36 号→新千歳空港 17：01（直通） 

      注）帰り解散時刻は、適宜変更可能です。事前にご希望お知らせ下さい 



旭川－名寄間の交通

往路

便名 羽田空港 旭川空港 旭川空港 旭川駅 区分 旭川駅 名寄駅

ＪＡＬ 1103 7:25 9:10 空港バス 9:25 10:00 JR 快速 11:15 12:35

ＪＡＬ 1107 10:25 12:05 空港バス 12:20 12:55 JR 特急 14:12 15:14

ＪＡＬ 1113 14:35 16:15 空港バス 16:30 17:05 JR 普通 17:45 19:18

便名 羽田空港 旭川空港 旭川空港 旭川駅 区分 旭川駅 名寄駅

ＡＮＡ 4731 6:55 8:35 空港バス 8:50 9:25 JR 快速 11:15 12:35

ＡＮＡ 4733 11:15 12:55 空港バス 13:05 13:40 JR 特急 14:12 15:14

ＡＮＡ 4737 16:50 18:30 空港バス 18:45 19:20 JR 快速 19:29 20:54

便名 羽田空港 旭川空港 旭川空港 旭川駅 区分 旭川駅 名寄駅

SKY 601 6:55 8:35 空港バス 8:50 9:25 JR 快速 11:15 12:35

SKY 607 13:15 14:55 空港バス 15:50 16:25 JR 快速 17:07 18:42

SKY 609 15:10 16:50 空港バス 17:05 17:40 JR 普通 17:45 19:18

復路

区分 名寄駅 旭川駅 旭川駅 旭川空港 便名 旭川空港 羽田空港

JR 快速 8:58 10:21 空港バス ★10:30 11:05 ＪＡＬ 1104 13:15 15:00

JR 特急 9:53 10:44 空港バス 11:40 12:15 ＪＡＬ 1104 13:15 15:00

JR 快速 12:55 14:17 空港バス 15:25 16:00 ＪＡＬ 1112 17:00 18:45

JR 特急 16:33 17:33 空港バス 18:45 19:20 ＪＡＬ 1116 20:20 22:05

区分 名寄駅 旭川駅 旭川駅 旭川空港 便名 旭川空港 羽田空港

JR 快速 8:58 10:21 空港バス ★10:30 11:05 ＡＮＡ 4734 13:35 15:20

JR 特急 9:53 10:44 空港バス 11:40 12:15 ＡＮＡ 4734 13:35 15:20

JR 特急 16:33 17:33 空港バス 18:45 19:20 ＡＮＡ 4738 19:05 20:50

★印は～8/31運行  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




