
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：平成28年11月 8日（火）

                                     　　　　　　　　　 　　午後２時～４時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：山形県自治会館401会議室

１　開会 14:00

２　あいさつ 14:02

３　議事

　　（１）審議事項

　　　　　第２次山形県森林整備長期計画改定について 14:05

　　（２）諮問事項 15:05

　　　　　山形県松くい虫被害対策推進計画の策定について

　　（３）報告事項

　　　　　① やまがた森林ノミクス条例骨子案について 15:20

　　　　　② やまがた緑環境税の評価・検証について 15:35

　　（４）その他 15:50

４　その他 15:55

５　閉会 15:58

平成28年度 第２回山形県森林審議会

次　　第



H28.11．8（火）

氏 名 備　考

あきの　 きみこ

秋野　公子

欠

   あべ　  あきら

阿部　昭

おおうち りか

大内　理加

　　　　　　欠

かんだ   り え

神田　リエ

きくた　まさひろ

菊田　正廣

こやま　 かつこ

小山　勝子

さとう　けいいちろう

佐藤　景一郎

しぶや　　みどり

渋谷　みどり

しらかべ ようこ

白壁　洋子

ないとう いづみ

内藤　いづみ

なりさわ  くみ

成澤　久美

 にしかわ　あきよし

西川　晃由

のぼり  よしひろ

野堀　嘉裕

ふなとがわ　 はづき

舩渡川　葉月

欠

（五十音順）

 出羽庄内森林組合職員　森林施業プランナー

 森林ボランティア（森の仲間たち代表）

職業・所属団体・職名等

 秋野建築設計事務所　代表

 山形県木材産業協同組合　理事長

 山形県議会農林水産常任委員会　委員長

平成28年度 第２回山形県森林審議会委員出席者名簿

　（任期：平成28年１月１日～平成29年12月31日）

 置賜農業高等学校　食料環境科　教論

 東北森林管理局　山形森林管理署　署長

 こしゃる代表（森林資源を活用した地域づくり）

 つるおか森の保育研究会　会長

 一般社団法人 山形県林業コンサルタンツ 理事長

 山形県緑を育てる女性の会　代表世話人

 山形県森林組合連合会　代表理事会長

 山形大学 農学部　教授

 古澤・内藤法律事務所　主任研究員



H28.11．8（火）

農林水産部

職　　　　名 氏　　名 備　　考

 農林水産部長  白田　洋一

 林業振興課長  安達　喜代美

 森林ノミクス推進主幹  齋藤　潔

 森林保全主幹  鈴木　良幸

 木材産業振興主幹  堀米　英明

 副主幹  土屋　隆一

 課長補佐（森林ノミクス推進担当）  多田　実

 課長補佐（森林整備担当）  笠井　俊哉

 課長補佐（森林保全担当）  梅津　一寿

 課長補佐（木材産業振興担当）  横倉　肇

10名

環境エネルギー部

職　　　　名 氏　　名 備　　考

 みどり県民活動推進主幹  土方　孝宮

1 名

山形県森林研究研修センター、総合支庁

職　　　　名 氏　　名 備　　考

 所長  鈴木　健治

 森林整備課長  石山　新一朗

 森林整備課長  梅津　勘一

 森林整備課課長補佐  小関　秀章

 森づくり推進室長  鈴木　立男

5名計

所　　　属

 みどり自然課

所　　　属

計

計

 山形県森林研究研修センター

 村山総合支庁森林整備課

 林業振興課
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 庄内総合支庁森林整備課

 置賜総合支庁森林整備課

 最上総合支庁森林整備課

所　　　属
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