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１．開催概要 

 

  主 催： （一社）日本木材学会中国・四国支部 

 

  共 催： 島根県 

     第 71 回全国植樹祭実行委員会 

     島根大学総合理工学部，森林バイオマス利用学会 

     （公社）日本木材加工技術協会中国支部 

 

  後 援： 島根県森林組合連合会 

     （一社）島根県木材協会 

     （一社）島根県住まいづくり協会 

     しまね木造塾 

 

  日 時： 2019 年 9 月 11 日（水）－12 日（木） 

 

  会 場： 研究・技術発表，公開シンポジウム，理事会 

      島根県民会館 

      〒690-0887 島根県松江市殿町 158  

     表彰式，研究交流会 

      庭園料亭・蓬莱吉日庵 

      〒690-0887 島根県松江市殿町 101 

 

  



 

２．実行委員会 

 

  実行委員： 

   吉原 浩（実行委員長） 

     日本木材学会中国・四国支部 支部代表 

     島根大学大学院自然科学研究科環境システム科学専攻物質化学コース 教授 

   吉延匡弘（総務担当） 

     島根大学大学院自然科学研究科環境システム科学専攻物質化学コース 准教授 

   加藤定信（会計担当） 

     島根大学大学院自然科学研究科環境システム科学専攻物質化学コース 准教授 

   小林久高 

     島根大学大学院自然科学研究科環境システム科学専攻建築デザイン学コース 准教授 

   長澤尚志 

     島根県農林水産部林業課林業普及スタッフ 統括林業普及員 

   上野将史 

     島根県農林水産部林業課林業普及スタッフ 林業普及専門幹 

   山根宏之 

     島根県中山間地域研究センター農林技術部木材利用科 木材利用科長 

   後藤崇志 

     島根県中山間地域研究センター農林技術部木材利用科 専門研究員 

   村上裕作 

     島根県中山間地域研究センター農林技術部木材利用科 主任研究員 

 

  アルバイト： 

   小川颯一郎，持田一成 

     島根大学大学院自然科学研究科環境システム科学専攻物質化学コース 学生 

   福原隆徳，松本将志 

     島根大学総合理工学部建築・生産設計工学科 学生 

 

  日本木材学会中国・四国支部第 31 回(2019 年度)研究発表会実行委員会事務局： 

   〒690-8504 松江市西川津町 1060 

   島根大学大学院自然科学研究科環境システム科学専攻物質化学コース 

   資源循環プロセス工学研究室内 

   Tel: 0852-32-6508 

   E-mail: jwrscs2019@gmail.com 

 

  



 

３．スケジュール 

 

  2019 年 9 月 11 日（水） 

   09:00-   受付 

   09:30-12:05  研究・技術発表 口頭発表（A 会場，B 会場） 

   12:15-13:15  支部理事会 

   13:30-14:30  研究技術発表 展示発表 

   15:00-17:45  公開シンポジウム（講演，パネルディスカッション） 

   18:15-20:25  表彰式，研究交流会 

 

  2019 年 9 月 12 日（木） ※森林バイオマス利用学会主催 

   08:45-   受付 

   09:00-09:40  令和元年度総会 

   10:00-16:00  森林バイオマス利用セミナー2019 ※支部共催事業 

 

  



 

４．参加者数 

 

参加者種別 
参加者数（名） 

研究発表会 研究交流会 森林ﾊﾞｲｵﾏｽ利用ｾﾐﾅｰ

一般 
大学 

28 
14 

28 
12 

23 
8 

県庁・公設機関 13 13 13 
企業 1 3 2 

学生 13 8 3 
招待者 10 11 1 

計 51 47 27 

                ※ 公開シンポジウム一般参加者（学会参加者外）約 60 名 

                 森林バイオマス利用セミナー招待者は案内・解説者 

 

  



 

５．会場一覧 

 

  受付，事務局，理事会会場，講師控室（および森林バイオマス利用学会総会会場）： 

    島根県民会館 3 階 307 会議室（スクール形式，63 人収容） 

 

  研究・技術発表 口頭発表Ａ会場： 

    島根県民会館 3 階 308 会議室（スクール形式，54 人収容） 

 

  口頭発表Ｂ会場： 

    島根県民会館 3 階 303 会議室（スクール形式，81 人収容） 

 

  展示発表会場： 

    島根県民会館 2 階 第 1 多目的ホール（オープン形式，127m2） 

※ 展示発表会場に共催団体（第 71 回全国植樹祭実行委員会）および後援団体（しまね木造

塾）の紹介コーナーを併設 

 

  公開シンポジウム会場： 

    島根県民会館 3 階 大会議室（スクール形式，180 名収容） 

 

  研究交流会会場： 

    庭園料亭・蓬莱吉日庵 2 階もみじの間（和室立食ビュッフェ形式，42 畳） 

 

  



 

６．研究・技術発表 

 

  発表方法： 

   口頭発表時間 1 件 15 分（発表 12 分，質疑応答 3 分） 

   展示発表エリア 1 件 1,200mm（幅）×1,800mm（高さ） 

 

  発表件数： 

発表者所属 
発表件数（件） 

口頭発表 
展示発表 計 

Ａ会場 Ｂ会場 

大学 
教員 

6
2

5
2

3
1

14 
5 

学生 4 3 2 9 
公設機関 0 4 2 6 

企業 0 0 0 0 

計 6 9
5 20 

15

 

  研究発表要旨集： 

   電子版研究発表要旨集 ISSN 2435-144X 

           http://www.jwrs-csb.jp/9/pdf/2019abstracts31.pdf 

           ※ファイル閲覧には要パスワード入力 

 

  



 

  発表プログラム： 

   口頭発表 A 会場 

   09:30-10:15  座長：鈴木利貞（香川大農） 

A01 Improvement of solubility of cellulose extracted from palm fiber by ozone 

treatment 

(The United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University / Faculty 

of Agriculture, Mulawarman University, Indonesia)〇Agustu Sholeh Pujokaroni 

(Faculty of Agriculture and Marine Science, Kochi University) Hideaki Ichiura, 

Yoshito Ohtani 

    A02 製紙薬剤として調製したイオン液体処理パルプの機能 

      （高知大院農）〇山本純士，市浦英明，大谷慶人 

    A03 出雲民藝紙の漉紙動作と地合形成に関する研究 

      －漉紙動作と面内厚さプロファイル－ 

      （島大院自科）〇吉延匡弘，佐藤義志，中原彰吾，吉原 浩 

      （（財）安部榮四郎記念館）安部信一郎 

 

   10:15-10:25  休憩  

 

   10:25-11:10  座長：市浦英明（高知大農） 

    A04 Effect of woodchips on onion (Allium cepa) production: 

A sustainable approach for improving soil qualities and productivity 

(Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Shimane 

University)〇Sharmin Akter Labani, Sadanobu Katoh  

A05 Chemical constituents of the fruits of Citrus macroptera and their antioxidant 

activity 

(Kagawa University)〇Debu Kumar Bhattacharjya, Toshisada Suzuki, Takeshi 

Katayama 

    A06 樹木精油の害獣に対する摂食忌避効果について 

      （愛媛大農）〇伊藤和貴，森 圭右，平山晴啓 

 

  



 

   口頭発表 B 会場 

   09:30-10:15  座長：後藤崇志（島根中山間地研セ） 

    B01 国宝「松江城天守」の用材樹種調査３（天守関連古材） 

      （文化財調査コンサルタント（株））渡辺正巳 

      （島根大学）○古野 毅 

    B02 ダイソンブラウン運動モデルによる木材性質の樹齢依存性評価 

      （鳥大農）○今岡桃子，藤本高明 

    B03 材料内部の細胞構造を考慮した可視光反射に及ぼす塗装の影響 

      （愛媛大院農）〇大嶋一史，杉元宏行，杉森正敏 

      （愛媛大農）澤田笑華 

 

   10:15-10:25  休憩  

 

   10:25-11:10  座長：村上裕作（島根中山間地研セ） 

B04 非対称 4 点曲げ試験による木材のせん断強さの測定における荷重点の位置の影響 

      （島大院自科）○吉原 浩，吉延匡弘 

    B05 スギ材，マツ材を原材料とする複層木毛セメント板の開発 

      （鳥取産技セ）○谷岡晃和 

    B06 表面機械加工による木質材料の接触温冷感の制御技術の開発 

      －深さの影響 

      （鳥取大学院）〇高橋奎伍，小畑良洋 

 

   11:10-11:20  休憩 

 

   11:20-12:05  座長：谷岡晃和（鳥取産技セ） 

    B07 島根県産スギ太角の乾燥スケジュールの検討 

      〜150 角用正角の高温セット法による乾燥～ 

      （島根中山間地研セ）○村上裕作，後藤崇志，山根宏之 

      （森林総研）渡辺 憲 

    B08 施工途中の雨掛かりを想定した環境下における CLT の反り 

      （鳥取林試）○佐々木裕介，川上敬介 

      （銘建工業）孕石剛志 

    B09 応力波法によるヒノキ生立木の樹幹内水分の季節変化把握の試み 

      （鳥取林試）○桐林真人 

 

  



 

   展示発表 

   13:30-14:30 

    P01 シナアブラギリに含まれる抗酸化物質の化学合成 

      （香川大農）◯チョレウィンスキー一樹，鈴木利貞，片山健至 

    P02 コーンカロリーメーターを用いた有節材の燃焼特性 

      （鳥取林試）○半澤綾菜，桐林真人 

    P03 発泡ポリスチレン(XPS)の曲げ特性の評価 

      （島大院自科)○小川颯一郎，吉原 浩 

    P04 島根県産スギ心去り正角の曲げ性能（第２報） 

      －心去り正角と心持ち正角の強度特性の比較－ 

      （島根中山間地研セ）○後藤崇志，村上裕作，山根宏之 

      （島根東部農林振セ）中山茂生 

      （島根大学）古野 毅 

    P05 白線帯はなぜ白いのか 

      （愛媛大院農）〇杉元宏行，大嶋一史，杉森正敏 

      （愛媛県）中山 累 

 

  



 

７．公開シンポジウム 「しまね発循環型林業 －第 71 回全国植樹祭開催を契機に－」 

 

  司会・進行： 日本木材学会中国・四国支部代表，島根大学大学院自然科学研究科教授 吉原 浩 氏 

 

   15:00-15:45 

    講演 「“伐って，使って，植えて，育てる” しまねの循環型林業の意義」 

      島根県農林水産部次長 前島和弘 氏 

 

   15:45-16:15 

    講演 「第 71 回全国植樹祭お野立所デザイン紹介 －“人と森との関わり”の表現・実現－」 

      コクーン設計舎代表 坪倉菜水 氏 

      ナガセミキ建築設計事務所代表 永瀬美貴 氏 

 

   16:15-16:45 

    講演 「木造建築における島根県産材の利活用“しまねウッドスタイル”」 

      しまね木造塾前塾長，村上建築設計事務所代表 村上修二 氏 

 

   17:00-17:45 

    パネルディスカッション  「地域産材活用による環境貢献と地域振興の将来展望」 

      コーディネータ：  森林バイオマス利用学会会長 

            岡山県農林水産総合センター森林研究所研究員 河崎弥生 氏 

      パ ネ ラ ー：  上記講演講師 4 名 

 

  



 

８．表彰式，研究交流会 

 

  司会・進行： 島根県中山間地域研究センター主任研究員 後藤崇志 氏 

 

   18:00    開場 

 

   18:15-18:25  地域功労賞表彰式 

 

   18:25-18:35  開会 

        支部代表挨拶 

         日本木材学会中国・四国支部代表，島根大学大学院自然科学研究科教授 

         吉原 浩 氏 

        来賓挨拶 

         日本木材学会副会長，名古屋大学大学院生命農学研究科教授 
         土川 覚 氏 
         国立大学法人島根大学大学院自然核研究科長 
         廣光一郎 氏 

        来賓紹介 

        乾杯 

         島根県農林水産部林業課全国植樹祭推進室室長 

         松浦史端 氏 ※前島氏代理 

 

   18:35-19:00  歓談 

 

   19:00-19:10  研究発表賞表彰式 

 

   19:00-19:45  来賓挨拶 

         島根県農林水産部次長 

         前島和弘 氏 

 

   19:45-20:15  次年度発表会案内 

         第 32 回（2020 年度）研究発表会実行委員会委員 
         徳島大学大学院社会産業理工学研究部准教授 
         服部武文 氏 

 

   20:25    業務連絡・案内 

        閉会 

 

  



 

９．理事会 

 

  出席者数： 

   13 名 ※土川副会長を含む 

 

  議 題： 

   (1) 令和元年度事業計画について 

   (2) 第 32 回（2020 年度）支部研究発表会について 

   (3) 支部規則等の改正について 

   (4) その他 

 

  報告事項： 

   (1) 第 70 回日本木材学会（鳥取大会）について 

   (2) 第 353 回・第 354 回日本木材学会理事会（2019 年 6 月 22 日，7 月 22 日開催）報告 

   (3) 2019-2020 年度役員について 

   (4) その他 

 

  



 

１０．表 彰 

 

  一般社団法人日本木材学会中国・四国支部第 9 回地域功労賞： 

    中山茂夫 氏  島根県農林水産部東部農林振興センター出雲事務所 

     「島根県産材の強度評価と乾燥技術の開発及びその現場定着」 

 

    藤田 誠 氏   愛媛県農林水産研究所林業研究センター 

     「愛媛県における地域材を利用した公共建築物等への技術支援」 

 

 

  一般社団法人日本木材学会中国・四国支部第 31 回（2019 年度）研究発表会研究発表賞： 

   口頭発表 

    山本純士 氏  高知大学大学院農学研究科 

     「製紙薬剤として調製したイオン液体処理パルプの機能」 

 

    佐々木裕介 氏  鳥取県林業試験場 

     「施工途中の雨掛かりを想定した環境下における CLT の反り」 

 

   展示発表 

    半澤綾菜 氏  鳥取県林業試験場 

     「コーンカロリーメーターを用いた有節材の燃焼特性」 

 

   ※研究発表賞選考対象発表件数： 口頭発表 A 会場 4 件，同 B 会場 5 件，展示発表 3 件 

 

 

  



 

１１．会計決算 

 

  実行委員会取扱会計決算： 研究発表会 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

参加費 168,000 会場費（島根県民会館） 79,410
（内訳） 一般   （@5,00028） 140,000 （内訳） 会議室等使用料* 38,250
   学生   （@2,00014†） 28,000    設備器具等使用料** 17,400
後援費 50,000    ステージバック作成費 23,760
（内訳） 島根県森林組合連合会 10,000 電子版要旨集作成費 0
   島根県木材協会 20,000 （内訳） HP 公開用更新費*** 0
   島根県住まいづくり協会 10,000 謝金 58,000
   しまね木造塾 10,000 （内訳） 講師謝金  （@10,0003） 30,000
開催支援補助金 80,000    ｱﾙﾊﾞｲﾄ謝金 （@7,0004） 28,000
（内訳） くにびきメッセ 80,000 会議費等 67,199
 （内訳） ｽﾀｯﾌ弁当代 （@1,00012） 12,000

   ｽﾀｯﾌ昼食代 （@1,0001） 1,000
   講師飲物代  2,025
   会議費・渉外費 52,174
物品購入費 10,864
（内訳） 徽章・中8 3,801
   謝金金封  （@2703） 810
   展示発表用クリップ 3,875
   参加証印刷用紙 486
   筆記具 540
   郵便封筒 920
   会場準備バッグ・大4 432
通信費 4,160
（内訳） 郵便代 4,160
返金 5,000
（内訳） 一般参加費 （@5,0001）**** 5,000
繰越金 73,367
（内訳） 支部会計へ移算 73,367

計 298,000 計 298,000

  †  1 名は社会人学生（公設試験機関所属） 

  *  公開シンポジウム会場（大会議室）使用料 25,410 円は別途島根県負担 

    森林バイオマス利用学会総会（9 月 12 日開催）会場使用料 5,070 円を含む 

  **  公開シンポジウム会場（大会議室）マイク等使用料 5,300 円は別途島根県負担 

    森林バイオマス利用学会総会（9 月 12 日開催）マイク等使用料 2,200 円を含む 

  *** 支部 HP 保守管理委託先より当初 15,000 円の費用見積もりがあったが，請求されず 

    （支部 HP 年間保守管理費に含まれる見込み） 

  **** 開催前に考慮すべき事由による参加不可の連絡を受けたことから，返金対応 

 

  



 

  実行委員会取扱会計決算： 研究交流会 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

参加費 195,000 飲食代（蓬莱吉日庵） 225,000
（内訳） 一般   （@6,00028） 168,000 （内訳） 食事・飲物代 （@5,00043*） 215,000
   学生   （@3,0009†） 27,000    飲物代  （@2,5004*） 10,000
支部補助金 36,000 返金 6,000
（内訳） 支部会計から移算 36,000 （内訳） 一般参加費 （@6,0001）** 6,000

計 231,000 計 231,000

  †  1 名は社会人学生（公設試験機関所属） 

  *  有料参加者 36 名，招待者 11 名 

  **  開催前に考慮すべき事由による参加不可の連絡を受けたことから，返金対応 

 

  



 

  支部取扱会計決算： 理事会・顕彰・共催 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

支部 2019 年度予算 629,248 理事会費 9,460
（内訳） 研究発表会開催前残金† 629,248 （内訳） 弁当代  （@1,0007） 7,000
理事会費 7,000    郵便代  （@8230） 2,460
（内訳） 弁当代  （@1,0007） 7,000 顕彰費 86,884
入会金 3,000 （内訳） 発表賞筒  （@3243） 972
（内訳） 入会金  （@1,0003） 3,000    発表賞盾  （@9,7203） 29,160
研究発表会繰越金 73,367    功労賞賞状 （@8,1002） 16,200
（内訳） 研究発表会会計から移算 73,367    功労賞筒  （@3242） 648
    功労賞盾2* 38,500
    功労賞表彰式徽章・大2 1,404
 共催費 34,232
 （内訳） 森林ﾊﾞｲｵﾏｽ利用ｾﾐﾅｰ** 34,232
 研究交流会補助金 36,000
 （内訳） 研究交流会会計へ移算 36,000

 支部 2019 年度予算 546,039
 （内訳） 研究発表会開催後残金 546,039

計 712,615 計 712,615

  †  前年度繰越金 561,392 円，本部交付金（収入）140,000 円，HP 保守管理費（支出）72,144 円 

  *  受賞者宛送料を含む 

  **  総会会場費 7,270 円（会場使用料 5,070 円，マイク等使用料 2,200 円）を含む 

 

  



 

 

 

 

 

 

一般社団法人日本木材学会中国・四国支部 

第 ３ １ 回 （ ２ ０ １ ９ 年 度 ） 研 究 発 表 会 

 

実施記録（参考記録） 
 

 

 

 

 

  （１）会計予算案 

  （２）会 告 

  （３）共催事業 「森林バイオマス利用セミナー2019」 開催概要 

  （４）共催事業 「森林バイオマス利用セミナー2019」 会 計（決算，予算案） 

  （５）共催事業 「森林バイオマス利用セミナー2019」 会 告 

 

 

 

 

 

                 2019 年 11 月 30 日 

                 第 31 回（2019 年度）研究発表会実行委員会 

                 森林バイオマス利用セミナー2019 実行委員会 

  



 

（１）会計予算案 

 

  ［予算案② 2019 年 9 月 6 日作成］ 

  実行委員会取扱会計予算案： 研究発表会 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

参加費 168,000 会場代（島根県民会館） 78,760
（内訳） 一般   （@5,00028） 140,000 （内訳） 会議室等使用料* 45,000
   学生   （@2,00014） 28,000    備品等使用料 10,000
後援費 50,000    ステージバック作成費 23,760
（内訳） 島根県森林組合連合会 10,000 電子版要旨集作成費 15,000
   島根県木材協会 20,000 （内訳） HP 公開用更新費 15,000
   島根県住まいづくり協会 10,000 謝金 58,000
   しまね木造塾 10,000 （内訳） 講師謝金  （@10,0003） 30,000
開催支援補助金 80,000    学生謝金  （@7,0004） 28,000
（内訳） くにびきメッセ 80,000 会議費等 18,000
 （内訳） 弁当代  （@1,00013） 13,000

   飲物代 5,000
物品購入費 15,000
（内訳） 徽章 7,000
   熨斗袋 1,000
   フック用クリップ 5,000
   筆記具等 2,000
予備費（残金） 113,240

 （内訳） 支部会計へ移算 113,240
計 298,000 計 298,000

  *  大会議室使用料 19,500 円別，森林バイオマス利用学会総会会場代 5,070 円含 

 
 
  実行委員会取扱会計予算案： 研究交流会 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

参加費 207,000 飲食代（蓬莱吉日庵） 228,000
（内訳） 一般   （@6,00030） 180,000 （内訳） 食事・飲物代 （@5,00044*） 220,000
   学生   （@3,0009） 27,000    飲物代  （@2,0004*） 8,000
支部補助金 21,000  
（内訳） 支部会計から移算 21,000  

計 228,000 計 228,000

  *  有料参加者 39 名，招待者 9 名 

 
 
  支部取扱会計予算案： 理事会 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

昼食代 11,000 昼食代 11,000
（内訳） 弁当代  （@1,00011） 11,000 （内訳） 弁当代  （@1,00011） 11,000

計 11,000 計 11,000

  



 

  ［予算案① 2019 年 8 月 4 日作成］ 

  実行委員会取扱会計予算案： 研究発表会 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

参加費 180,000 会場代（島根県民会館） 70,000
（内訳） 一般   （@5,00030） 150,000 （内訳） 会議室等使用料* 45,000
   学生   （@2,00015） 30,000    備品等使用料 5,000
後援費 50,000    ステージバック作成費 20,000
（内訳） 島根県森林組合連合会 10,000 電子版要旨集等作成費 65,000
   島根県木材協会 20,000 （内訳） HP 作成費 15,000
   島根県住まいづくり協会 10,000    パンフレット印刷費 50,000
   しまね木造塾 10,000 謝金 68,000
 （内訳） 講師謝金  （@10,0004） 40,000
    学生謝金  （@7,0004） 28,000
 会議費等 16,000

（内訳） 弁当代  （@1,00012） 12,000
   飲物代 4,000
物品購入費 10,000
（内訳） 徽章 6,000
   熨斗袋 1,000
   フック用クリップ 2,000
   筆記具等 1,000
予備費 1,000

 （内訳） 支部会計へ移算 1,000
計 230,000 計 230,000

  *  大会議室使用料 19,500 円別，森林バイオマス利用学会総会会場代 5,070 円含 

 

 

  実行委員会会計取扱予算案： 研究交流会 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

参加費 153,000 飲食代（蓬莱吉日庵） 175,000
（内訳） 一般   （@6,00020） 120,000 （内訳） 飲食代  （@5,00035*） 175,000
   学生   （@3,00011） 33,000  
支部補助金 22,000  
（内訳） 支部会計から移算 22,000  

計 175,000 計 175,000

  *  有料参加者 31 名，招待者 4 名 

 

 

  支部会計取扱予算案： 理事会 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

昼食代 11,000 昼食代 11,000
（内訳） 弁当代  （@1,00011） 11,000 （内訳） 弁当代  （@1,00011） 11,000

計 11,000 計 11,000

  



 

（２）会 告 

 

  ［会告④ 2019 年 8 月 28 日作成］ 

日本木材学会中国・四国支部第 31 回(2019 年度)研究発表会（第４回会告） 
 

主 催：(一社)日本木材学会中国・四国支部 

共 催：島根県，第 71 回全国植樹祭実行委員会，島根大学総合理工学部，森林バイオマス利用学会，(公
社)日本木材加工技術協会中国支部 

後 援：島根県森林組合連合会，(一社)島根県木材協会，(一社)島根県住まいづくり協会，しまね木造塾 

日 時：2019 年 9 月 11 日(水)～12 日(木) 

会 場：研究・技術発表，公開シンポジウム 
     島根県民会館 
     〒690-0887 島根県松江市殿町 158，JR 松江駅よりバス 10 分 
     https://www.cul-shimane.jp/hall/ 
     ※駐車場については上記ホームページをご覧ください。 
    研究交流会 
     庭園料亭・蓬莱吉日庵 
     〒690-0887 島根県松江市殿町 101，県民会館より徒歩 3 分 
     http://horai-kitijitsu.com/ 
     ※立食形式となります。 

内 容：9 月 11 日(水) ※受付開始 9:00，支部理事会 12:15-13:15 
    研究・技術発表 
     口頭発表 9:30-12:05 303 会議室・308 会議室 
     展示発表 13:30-14:30 第 1 多目的ホール 
    公開シンポジウム「しまね発循環型林業 －第 71 回全国植樹祭開催を契機に－」 大会議室 
        司会・進行：日本木材学会中国・四国支部代表 
              島根大学大学院自然科学研究科教授 吉原 浩氏 
     講演 15:00-15:45 
        島根県農林水産部次長 前島和弘氏 
        「“伐って，使って，植えて，育てる” しまねの循環型林業の意義」 
        15:45-16:15 
        コクーン設計舎代表 坪倉菜水氏 
        ナガセミキ建築設計事務所代表 永瀬美貴氏 
        「第 71 回全国植樹祭お野立所デザイン紹介 －“人と森との関わり”の表現・実現－」 
        16:15-16:45 
        しまね木造塾前塾長，村上建築設計事務所代表 村上修二氏 
        「木造建築における島根県産材の利活用“しまねウッドスタイル”」 
     パネルディスカッション 17:00-17:45 
        「地域産材活用による環境貢献と地域振興の将来展望」 
        コーディネータ：森林バイオマス利用学会会長 
                岡山県農林水産総合センター森林研究所研究員 河崎弥生氏 
           パネラー：上記講演講師 4 名 
    研究交流会 18:15-20:15 庭園料亭・蓬莱吉日庵 

  



 

    9 月 12 日(木) ※受付開始 8:45 
    森林バイオマス利用学会総会  9:00-10:00 島根県民会館 307 会議室 
    森林バイオマス利用セミナー 10:00-16:00 (別紙参照) 

研究発表申込：2019 年 8 月 9 日(金)に締切りました。 
 研究発表希望者は，申込者の氏名，所属，連絡先(TEL，E-mail)のほかに，①発表題目，②発表者の

所属・氏名(登壇者に○印)，③口頭・展示発表の別を明記して締切日までに E-mail で申し込んでくだ

さい。支部ホームページ上の研究発表申込書を利用することもできます。発表資格者は地域にこだわ

らず日本木材学会員または中国・四国支部会員であることが必要です。中国・四国支部には入会金

1,000 円(年会費不要)で入会できます。なお，発表種別(口頭発表または展示発表)につきましては，プ

ログラム編成の都合上，種別変更をお願いする場合がありますので予めご了承ください。 

研究発表要旨原稿：2019 年 8 月 9 日(金)に締切りました。 
 原稿は作成要領に基づいて Word ファイルおよび PDF ファイルの両方を作成し，添付ファイルとし

て下記申込先へ E-mail でお送りください。作成要領は支部ホームページ上で確認してください。な

お，本研究発表会では，試行として，冊子版要旨集は作成せずに Web 版要旨集(ホームページからの

ダウンロード)のみとしています。 
 原稿を受理した後，発表申込者へ「原稿受理確認」のメールを送信します。8 月 19 日(月)を過ぎても

メールが送信されないときは，実行委員会事務局までご連絡ください。 

参加申込：2019 年 8 月 23 日(金)に締切りました。以降の参加希望者は，当日に申し込んでください。 
 参加者の①氏名，②所属，③会員種別(学生，一般の別を明記)，④連絡先(TEL，E-mail 必須)，⑤研

究交流会への出欠を記入して，下記申込先へ E-mail または郵送で申し込んでください。支部ホーム

ページ上の参加申込書を利用することもできます。 
 要旨集は，9 月 4 日(水)12:00 から支部ホームページ上でダウンロードできます。「研究発表会」へア

クセスしてください。ダウンロードする際のパスワードは，参加申込を受理した後に，記入されたア

ドレス宛にメールでお知らせいたします。9 月 2 日(月)を過ぎてもメールが送信されないときは，実

行委員会事務局までご連絡ください。 

参加費等：参加費(要旨集ダウンロード権を含む)は，一般 5,000 円，学生 2,000 円とします。研究交流

会参加費は，一般 6,000 円，学生 3,000 円です。参加費は当日受付で申し受けます。要旨集ダウンロ

ード権のみご希望の場合は 2,000 円となります。 

申 込 先：日本木材学会中国・四国支部第 31 回(2019 年度)研究発表会実行委員会事務局 
      〒690-8504 松江市西川津町 1060 
      島根大学大学院 自然科学研究科 環境システム科学専攻 
      物質化学コース 資源循環プロセス工学研究室内 
      E-mail jwrscs2019@gmail.com 

問合せ先：日本木材学会中国・四国支部第 31 回(2019 年度)研究発表会実行委員長 
      〒690-8504 松江市西川津町 1060 
      島根大学大学院 自然科学研究科 環境システム科学専攻 
      物質化学コース 資源循環プロセス工学研究室  吉原 浩 
      電話 0852-32-6508 
      E-mail yosihara@riko.shimane-u.ac.jp 
 

（日本木材学会中国・四国支部ホームページ：http://www.jwrs-csb.jp/） 

 

  



 

  ［会告③ 2019 年 7 月 18 日作成］ 

日本木材学会中国・四国支部第 31 回(2019 年度)研究発表会（第３回会告） 
 

主 催：(一社)日本木材学会中国・四国支部 

共 催：島根県，島根大学総合理工学部，森林バイオマス利用学会，(公社)日本木材加工技術協会中国

支部 

後 援：島根県森林組合連合会，(一社)島根県木材協会，(一社)島根県住まいづくり協会，しまね木造塾 

日 時：2019 年 9 月 11 日(水)～12 日(木) 

会 場：研究・技術発表，シンポジウム 
     島根県民会館 
      〒690-0887 島根県松江市殿町 1581，JR 松江駅よりバス 10 分 
      https://www.cul-shimane.jp/hall/ 
      ※駐車場については上記ホームページをご覧ください。 
    研究交流会 
     庭園料亭・蓬莱吉日庵 
      〒690-0887 島根県松江市殿町 101，県民会館より徒歩 3 分 
      http://horai-kitijitsu.com/ 
      ※立食形式となります。 

内 容：9 月 11 日(水) ※受付 9:00-  支部理事会 12:15-13:15 
    研究・技術発表 
     口頭発表 9:30-12:15 303 会議室・308 会議室 
     展示発表 13:15-14:15 第 1 多目的ホール 
    公開シンポジウム「しまね発循環型林業 －第 71 回全国植樹祭開催を契機に－」 大会議室 
        司会・進行 日本木材学会中国・四国支部代表 
              島根大学大学院自然科学研究科教授 吉原 浩氏 
     講演 15:00-15:45 
        島根県農林水産部次長 前島和弘氏 
        「“伐って，使って，植えて，育てる” しまねの循環型林業の意義」 
        15:45-16:15 
        コクーン設計舎代表 坪倉菜水氏 
        ナガセミキ建築設計事務所代表 永瀬美貴氏 
        「第 71 回全国植樹祭お野立所デザイン紹介 －“人と森との関わり”の表現・実現－」 
        16:15-16:45 
        しまね木造塾前塾長，村上建築設計事務所代表 村上修二氏 
        「木造建築における島根県産材の利活用“しまねウッドスタイル”」 
     パネルディスカッション 17:00-17:30 
        「地域産材活用による環境貢献と地域振興の将来展望」 
        コーディネータ：森林バイオマス利用学会会長 
                岡山県農林水産総合センター森林研究所研究員 河崎弥生氏 
        パネラー：上記講演講師 4 名 
    研究交流会 18:00-20:00 庭園料亭・蓬莱吉日庵 
 
    9 月 12 日(木) ※受付 8:45- 
    森林バイオマス利用学会総会  9:00-10:00 307 会議室 
    森林バイオマス利用セミナー 10:00-16:00 (別紙参照)  



 

研究発表申込：2019 年 8 月 9 日(金)締切り 
 研究発表希望者は，申込者の氏名，所属，連絡先(TEL，E-mail)のほかに，①発表題目，②発表者の

所属・氏名(登壇者に○印)，③口頭・展示発表の別を明記して締切日までに E-mail または郵送で申し

込んでください。支部ホームページ上の研究発表申込書を利用することもできます。発表資格者は地

域にこだわらず日本木材学会員または中国・四国支部会員であることが必要です。中国・四国支部に

は入会金 1,000 円(年会費不要)で入会できます。なお，発表種別(口頭発表または展示発表)につきまし

ては，プログラム編成の都合上，種別変更をお願いする場合がありますので予めご了承ください。 

研究発表要旨原稿：2019 年 8 月 9 日(金)締切り 
 原稿は作成要領に基づいて Word ファイルおよび PDF ファイルの両方を作成し，ファイル添付によ

り下記申込先へ E-mail でお送りください。作成要領は支部ホームページ上で確認してください。な

お，本研究発表会では，試行として，冊子版要旨集は作成せずに Web 版要旨集(ホームページからの

ダウンロード)のみとしています。 
 原稿を受理した後，実行委員会事務局から発表申込者へ「原稿受理確認」のメールを送信します。 
 8 月 19 日(月)を過ぎてもメールが送信されないときは，実行委員会事務局までご連絡ください。 

参加申込：2019 年 8 月 23 日(金)締切り 
 参加者の①氏名，②所属，③会員種別(学生，一般の別を明記)，④連絡先(TEL，E-mail)，⑤研究交

流会への出欠を記入して，下記申込先へ E-mail または郵送で申し込んでください。支部ホームペー

ジ上の参加申込書を利用することもできます。 

参加費等：参加費(要旨集ダウンロード権を含む)は，一般 5,000 円，学生 2,000 円とします。研究交流

会参加費は，一般 6,000 円，学生 3,000 円です。参加費は当日受付で申し受けます。要旨集ダウンロ

ード権のみご希望の場合は 2,000 円となります。 

申 込 先：日本木材学会中国・四国支部第 31 回(2019 年度)研究発表会実行委員会事務局 
       〒690-8504 松江市西川津町 1060 
       島根大学大学院 自然科学研究科 環境システム科学専攻 
       物質化学コース 資源循環プロセス工学研究室内 
       E-mail jwrscs2019@gmail.com 

問合せ先：日本木材学会中国・四国支部第 31 回(2019 年度)研究発表会実行委員長 
       〒690-8504 松江市西川津町 1060 
       島根大学大学院 自然科学研究科 環境システム科学専攻 
       物質化学コース 資源循環プロセス工学研究室  吉原 浩 
       電話 0852-32-6508 
       E-mail yosihara@riko.shimane-u.ac.jp 
 

（日本木材学会中国・四国支部ホームページ：http://www.jwrs-csb.jp/） 

 
  



 

  ［会告② 2019 年 7 月 2 日作成］ 

日本木材学会中国・四国支部第 31 回(2019 年度)研究発表会（第２回会告） 
 

主 催：(一社)日本木材学会中国・四国支部 

共 催：島根県，島根大学総合理工学部，森林バイオマス利用学会，(公社)日本木材加工技術協会中国

支部 

後 援：島根県森林組合連合会，(一社)島根県木材協会，(一社)島根県住まいづくり協会，しまね木造塾 

日 時：2019 年 9 月 11 日(水)～12 日(木) 

会 場：研究・技術発表，シンポジウム 
      島根県民会館 
       〒690-0887 島根県松江市殿町 1581，JR 松江駅よりバス 10 分 
       https://www.cul-shimane.jp/hall/ 
       ※駐車場については上記ホームページをご覧ください。 
    研究交流会 
      庭園料亭・蓬莱吉日庵 
       〒690-0887 島根県松江市殿町 101，県民会館より徒歩 3 分 
       http://horai-kitijitsu.com/ 
       ※立食形式となります。 

内 容：9 月 11 日(水) 
      研究・技術発表 
        口頭発表 9:30-12:15 303 会議室・308 会議室 
        展示発表 13:15-14:15 第 1 多目的ホール 
      シンポジウム 「しまね発循環型林業 －第 71 回全国植樹祭開催へ向けて－」 大会議室 
        講演 15:00-15:45 
           島根県林業課 (講師調整中) 
            「島根県における森林・林業・木材産業の振興 
             －“伐って，使って，植えて，育てる”循環型林業－」 
           15:45-16:15 
           コクーン設計舎代表 坪倉菜水氏， 
           ナガセミキ建築設計事務所代表 永瀬美貴氏 
            「第 71 回全国植樹祭お野立所デザイン紹介 
             －“人と森との関わり”の表現・実現－」 
           16:15-16:45 
           しまね木造塾前塾長・村上建築設計事務所代表 村上修二氏 
            「木造建築における島根県産材の利活用 
             －しまねウッドスタイル―」 
        パネルディスカッション 17:00-17:30 
           コーディネータおよびパネラー調整中 
            「地域産材活用による環境貢献と地域振興の将来展望」 
             ※演題についてはいずれも仮題 
      研究交流会 18:00-20:00 庭園料亭・蓬莱吉日庵 
      ※支部理事会 12:15-13:15  
    9 月 12 日(木) 
      森林バイオマス利用学会総会 9:30-10:30 307 会議室 
      森林バイオマス利用セミナー 10:45-15:00（詳細は未定)  



 

研究発表申込：2019 年 8 月 9 日(金)締切り 
 研究発表希望者は，申込者の氏名，所属，連絡先(TEL，E-mail)のほかに，①発表題目，②発表者の

所属・氏名(登壇者に○印)，③口頭・展示発表の別を明記して締切日までに E-mail または郵送で申し

込んでください。支部ホームページ上の研究発表申込書を利用することもできます。発表資格者は地

域にこだわらず日本木材学会員または中国・四国支部会員であることが必要です。中国・四国支部に

は入会金 1,000 円(年会費不要)で入会できます。なお，発表種別(口頭発表または展示発表)につきまし

ては，プログラム編成の都合上，種別変更をお願いする場合がありますので予めご了承ください。 

研究発表要旨原稿：2019 年 8 月 9 日(金)締切り 
 原稿は作成要領に基づいてWordファイルおよびPDFファイルの両方を作成し，下記申込先へE-mail
または郵送でお送りください。作成要領は支部ホームページ上で確認して下さい。なお，本発表会で

は冊子版要旨集は作成せず，Web 版要旨集(ホームページからのダウンロード)のみとなります。 

参加申込：2019 年 8 月 23 日(金)締切り 
 参加者の①氏名，②所属，③会員種別(学生，一般の別を明記)，④連絡先(TEL，E-mail)，⑤研究交

流会への出欠を記入して，下記申込先へ E-mail または郵送で申し込んで下さい。支部ホームページ

上の参加申込書を利用することもできます。 

参加費等：参加費(要旨集ダウンロード権を含む)は，一般 5,000 円，学生 2,000 円とします。研究交流

会参加費は，一般 6,000 円，学生 3,000 円です(いずれも予定)。参加費は当日受付で申し受けます。

要旨集ダウンロード権のみご希望の場合は 2,000 円となります。 

申込・問い合わせ先：日本木材学会中国・四国支部第 31 回(2019 年度)研究発表会実行委員会事務局 
            〒690-8504 松江市西川津町 1060 
            島根大学大学院 自然科学研究科 環境システム学専攻 
            物質化学コース 資源循環プロセス工学研究室  吉原 浩 
            電話 0852-32-6508 
            E-mail yosihara@riko.shimane-u.ac.jp 
 

（日本木材学会中国・四国支部ホームページ：http://www.jwrs-csb.jp/） 

 

  



 

  ［会告① 2019 年 2 月 5 日作成］ 
日本木材学会中国・四国支部第 31 回(2019 年度)研究発表会（第１回会告） 

 
主 催：(一社)日本木材学会中国・四国支部 

共 催：島根県(予定)，島根大学総合理工学部，森林バイオマス利用学会，(公社)日本木材加工技術協会
中国支部 

日 時：2019 年 9 月 11 日(水)～12 日(木) 

会 場：研究・技術発表，シンポジウム 
      島根県民会館 
       〒690-0887 島根県松江市殿町 1581，JR 松江駅よりバス 10 分 
       https://www.cul-shimane.jp/hall/ 
       ※駐車場については上記ホームページをご覧ください。 
    研究交流会 
      庭園料亭 蓬莱吉日庵 
       〒690-0887 島根県松江市殿町 101，県民会館より徒歩 3 分 
       http://horai-kitijitsu.com/ 
       ※立食形式となります。 

内 容：9 月 11 日(水) 
      研究・技術発表(口頭発表および展示発表) 
      シンポジウム「しまね発循環型林業 －第 71 回全国植樹祭開催へ向けて－ (仮題)」 
      ※昼食時に支部理事会，発表・シンポジウム終了後に研究交流会を開催します。 
    9 月 12 日(木) 
      森林バイオマス利用学会総会 
      森林バイオマス利用セミナー(詳細は未定) 

研究発表申込：2019 年 8 月 9 日(金)締切り 
 研究発表希望者は，申込者の氏名，所属，連絡先(TEL，E-mail)のほかに，①発表題目，②発表者の

所属・氏名(登壇者に○印)，③口頭・展示発表の別を明記して締切日までに E-mail または郵送で申し
込んでください。支部ホームページ上の研究発表申込書を利用することもできます。発表資格者は地
域にこだわらず日本木材学会員または中国・四国支部会員であることが必要です。中国・四国支部に
は入会金 1,000 円(年会費不要)で入会できます。なお，発表種別(口頭発表または展示発表)につきまし
ては，プログラム編成の都合上，種別変更をお願いする場合がありますので予めご了承ください。 

研究発表要旨原稿：2019 年 8 月 9 日(金)締切り 
 原稿は作成要領に基づいてWordファイルおよびPDFファイルの両方を作成し，下記申込先へE-mail
または郵送でお送りください。作成要領は支部ホームページ上で確認して下さい。なお，本発表会で
は冊子版要旨集は作成せず，Web 版要旨集(ホームページからのダウンロード)のみとなります。 

参加申込：2019 年 8 月 23 日(金)締切り 
 参加者の①氏名，②所属，③会員種別(学生，一般の別を明記)，④連絡先(TEL，E-mail)，⑤研究交
流会への出欠を記入して，下記申込先へ E-mail または郵送で申し込んで下さい。支部ホームページ
上の参加申込書を利用することもできます。 

参加費等：参加費(要旨集ダウンロード権を含む)は，一般 5,000 円，学生 2,000 円とします。研究交流
会参加費は，一般 6,000 円，学生 3,000 円です(いずれも予定)。参加費は当日受付で申し受けます。
要旨集ダウンロード権のみご希望の場合は 2,000 円となります。 

申込・問い合わせ先：日本木材学会中国・四国支部第 31 回(2019 年度)研究発表会実行委員会事務局 
            〒690-8504 松江市西川津町 1060 
            島根大学大学院 自然科学研究科 環境システム学専攻 
            物質化学コース 資源循環プロセス工学研究室  吉原 浩 
            電話 0852-32-6508 
            E-mail yosihara@riko.shimane-u.ac.jp 
 

（日本木材学会中国・四国支部ホームページ：http://www.jwrs-csb.jp/） 

  



 

（３）共催事業 「森林バイオマス利用セミナー2019」 開催概要 

 

  主 催： 森林バイオマス利用学会 

 

  共 催： （一社）日本木材学会中国・四国支部 

      （公社）日本木材加工技術協会中国支部 

 

  日 時： 2019 年 9 月 12 日（木）10:00-16:00  ※9:00-9:40 令和元年度総会 

 

  視察内容： １．国宝天守に木使いを学ぶ 

        （松江城） 

      ２．構造用合板製造工場およびバイオマス発電所の見学 

        （松江エヌエル工業株式会社松江工場，松江エヌエル工業発電所） 

 

  



 

  森林バイオマス利用セミナー2019 実行委員会委員： 

   吉原 浩 

     島根大学大学院自然科学研究科環境システム科学専攻物質化学コース 教授 

   吉延匡弘（総務担当） 

     島根大学大学院自然科学研究科環境システム科学専攻物質化学コース 准教授 

   加藤定信（会計担当） 

     島根大学大学院自然科学研究科環境システム科学専攻物質化学コース 准教授 

   小林久高 

     島根大学大学院自然科学研究科環境システム科学専攻建築デザイン学コース 准教授 

   長澤尚志 

     島根県農林水産部林業課林業普及スタッフ 統括林業普及員 

   上野将史 

     島根県農林水産部林業課林業普及スタッフ 林業普及専門幹 

   山根宏之 

     島根県中山間地域研究センター農林技術部木材利用科 木材利用科長 

   後藤崇志 

     島根県中山間地域研究センター農林技術部木材利用科 専門研究員 

   村上裕作 

     島根県中山間地域研究センター農林技術部木材利用科 主任研究員 

 

  森林バイオマス利用セミナー2019 事務局： 

   〒690-8504 松江市西川津町 1060 

   島根大学大学院自然科学研究科環境システム科学専攻物質化学コース 

   資源循環プロセス工学研究室内 

   担当者 吉延匡弘 

   Tel: 0852-32-6561 

   E-mail: yosinobu@riko.shimane-u.ac.jp 

 

  



 

  スケジュール： 

   2019 年 9 月 12 日（木） 

   18:45  受付，島根県民会館 3 階 307 会議室（〒690-0887 島根県松江市殿町 158） 

   19:00  森林バイオマス利用学会令和元年度総会 

   10:00  森林バイオマス利用セミナー出発，徒歩移動 

   10:15  松江城（〒690-0887 島根県松江市殿町 1-5） 

      案内・解説：一般社団法人島根県建築士会会長 足立正智 氏 

   11:45  島根県庁前集合，バス乗車・移動 

   12:00  昼食，宍道湖しじみ館（〒690-0852 島根県松江市千鳥町 36） 

   13:00  バス出発 

   13:30  松江エヌエル工業株式会社松江工場，松江エヌエル工業発電所 

      （〒690-1401 島根県松江市八束町江島 1376-2） 

      案内・解説：同社取締役社長 村山尚史 氏，同社専務取締役 太田路夫 氏，他同社社員 

   15:00  バス出発 

   15:40  一部解散，JR 松江駅（〒690-0003 島根県松江市朝日町） 

   16:00  全体解散，島根県庁 

 
  参加者数：  

参加者種別 
参加者数（名） 

森林ﾊﾞｲｵﾏｽ利用ｾﾐﾅｰ

一般 
大学 

23 
8 

県庁・公設機関 13 
企業 2 

学生 3 
招待者 1 

計 27 

                ※ 招待者は松江城案内・解説者 

                 総会出席者は 20 名 

 

  



 

（４）共催事業 「森林バイオマス利用セミナー2019」 会計 

 

  2019 総会・セミナー2019 決算 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

セミナー参加費 97,000 総会会場費費（島根県民会館） 7,270
（内訳） 一般   （@4,00023） 92,000 （内訳） 会議室等使用料 5,070
   学生   （@1,0005†） 5,000    設備器具等使用料 2,200
セミナー共催金 34,232 セミナー交通費 59,832
（内訳） 木材学会中国・四国支部†† 34,232 （内訳） バス代 59,400
    振込手数料 432
 セミナー見学費 17,080
 （内訳） 登閣料・一般 （@67025） 16,750
    登閣料・留学生 （@3301） 330
 セミナー謝金・謝礼 13,700
 （内訳） 解説謝金  （@10,0001） 10,000
    見学謝礼* （@3,7001） 3,700
 セミナー食事代 28,080
 （内訳） 昼食費  （@1,08026） 28,080
 物品購入費 270
 （内訳） 金封   （@2701） 270
 返金 5,000
 （内訳） 一般参加費 （@4,0001）** 4,000
    学生参加費 （@1,0001）*** 1,000

計 131,232 計 131,232

  †  1 名は社会人学生（公設試験機関所属） 

  ††  総会会場費 7,270 円を含む 

  *  洋菓子 

  **  開催前に考慮すべき事由による参加不可の連絡を受けたことから，返金対応 

*** 開催当日に体調不良による参加不可の連絡を受けたが，当人分の昼食を当日参加申込者へ振り

替えられたことから，返金対応 

 

  



 

  ［予算案② 2019 年 9 月 6 日作成］ 

  2019 総会・セミナー2019 予算案 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

参加費 93,000 会場費 5,070
（内訳） 一般   （@4,00022） 88,000 （内訳） 総会会場費（島根県民会館） 5,070
   学生   （@1,0005） 5,000 交通費 59,400
共催金 32,410 （内訳） バス代  （@59,4001） 59,400
（内訳） 木材学会中国・四国支部 32,410 見学費 18,080

（内訳） 登閣料・一般 （@67026） 17,420
   登閣料・留学生 （@3302） 660
謝金・謝礼 13,700
（内訳） 解説謝金  （@10,0001） 10,000
   見学謝礼* （@3,7001） 3,700
食事代 29,160
（内訳） 昼食費  （@1,08027） 29,160

計 125,410 計 125,410

  *  洋菓子 

 

 

  ［予算案① 2019 年 7 月 8 日作成］ 

  2019 総会・セミナー2019 予算案 

収入 

 

支出 
項目 金額（円） 項目 金額（円） 

参加費 88,000 会場費 5,070
（内訳） 一般   （@4,00020） 80,000 （内訳） 総会会場費（島根県民会館） 5,070
   学生   （@1,0008） 8,000 交通費 59,400
共催金 5,070 （内訳） バス代  （@59,4001） 59,400
（内訳） 木材学会中国・四国支部 5,070 見学費 30,900
2019 学会事業経費 34,700 （内訳） 登閣料  （@53030） 15,900
（内訳） セミナー開催費 34,700    解説謝金  （@10,0001） 10,000

   見学謝礼* （@5,0001） 5,000
食事代 32,400
（内訳） 昼食費（@1,08030**） 32,400

計 127,770 計 127,770

  *  洋菓子 

  **  参加者 28 名，案内・解説者 1 名，招待者 1 名 

 

  



 

（５）共催事業 「森林バイオマス利用セミナー2019」 会告 

 

  ［会告④ 2019 年 8 月 28 日作成］ 

森林バイオマス利用セミナー2019 開催案内（第４回会告） 
 

主  催：森林バイオマス利用学会 

共  催：(一社)日本木材学会中国・四国支部，(公社)日本木材加工技術協会中国支部 

日  時：2019 年 9 月 12 日(木)10:00-16:00  ※9：00-10：00 令和元年度総会 

視察内容： １．国宝天守に木使いを学ぶ（松江城） 
      ２．構造用合板製造工場およびバイオマス発電所の見学 
       （松江エヌエル工業株式会社松江工場，松江エヌエル工業発電所） 

参 加 者：主として中国・四国地区の大学研究者，公設研究所・試験場研究員，企業関係者など 

募集人数：35 名（先着順） 

参 加 費：一般 4,000 円（バス代，登閣料，昼食代を含む） 
     学生 1,000 円（バス代，登閣料，昼食代を含む） 
       前日または当日お支払いください。 
       自家用車での参加はお断りします。 

参加申込：下記申込先まで E-mail にて申し込んでください。 
     まだ若干名の余裕があります。9 月 6 日(金)まで申し込みを受け付けます。 
       森林バイオマス利用セミナー2019 事務局 

       担当者 吉延匡弘（島根大学大学院自然科学研究科） 

       E-mail yosinobu@riko.shimane-u.ac.jp 

     申し込みには，次のことを明記したメールを送信してください。 
       (1)氏名・フリガナ 
       (2)所属 
       (3)一般／学生の別 
       (4)連絡先（視察当日に連絡が取れる E-mail アドレスおよび携帯電話番号など） 

視察行程： 8:45 受付，島根県民会館 307 会議室（〒690-0887 島根県松江市殿町 158） 
      9:00 森林バイオマス利用学会令和元年度総会 
     10:00 森林バイオマス利用セミナー出発，徒歩移動 
     10:15 松江城（〒690-0887 島根県松江市殿町 1-5） 
          案内・解説：一般社団法人島根県建築士会会長 足立正智氏 
     11:45 島根県庁前集合，バス乗車・移動 
     12:00 昼食，宍道湖しじみ館（〒690-0852 島根県松江市千鳥町 36） 
     13:00 バス出発 
     13:30 松江エヌエル工業株式会社松江工場，松江エヌエル工業発電所 
         （〒690-1401 島根県松江市八束町江島 1376-2） 
     15:00 バス出発 
     15:40 一部解散，JR 松江駅（〒690-0003 島根県松江市朝日町） 
     16:00 全体解散，島根県庁 
 

  



 

  ［会告③ 2019 年 7 月 18 日作成］ 

森林バイオマス利用セミナー2019 開催案内（第３回会告） 
 

主  催：森林バイオマス利用学会 

共  催：(一社)日本木材学会中国・四国支部，(公社)日本木材加工技術協会中国支部 

日  時：2019 年 9 月 12 日(木)10:00-16:00  ※9：00-10：00 令和元年度総会 

視察内容： １．国宝天守に木使いを学ぶ（松江城） 
      ２．構造用合板製造工場およびバイオマス発電所の見学 
       （松江エヌエル工業株式会社松江工場，松江エヌエル工業発電所） 

参 加 者：主として中国・四国地区の大学研究者，公設研究所・試験場研究員，企業関係者など 

募集人数：35 名（先着順） 

参 加 費：一般 4,000 円（バス代，登閣料，昼食代を含む） 
     学生 1,000 円（バス代，登閣料，昼食代を含む） 
       前日または当日お支払いください。 
       自家用車での参加はお断りします。 

参加申込：下記申込先まで E-mail にて申し込んでください。 
     申し込みの締め切りは，2019 年 8 月 23 日（金）です。 
       森林バイオマス利用セミナー2019 事務局 

       担当者 吉延匡弘（島根大学大学院自然科学研究科） 

       E-mail yosinobu@riko.shimane-u.ac.jp 

     申し込みには，次のことを明記したメールを送信してください。 
       (1)氏名・フリガナ 
       (2)所属 
       (3)一般／学生の別 
       (4)連絡先（視察当日に連絡が取れる E-mail アドレスおよび携帯電話番号など） 

視察行程： 8:45 受付，島根県民会館 307 会議室（〒690-0887 島根県松江市殿町 1581） 
      9:00 森林バイオマス利用学会令和元年度総会 
     10:00 森林バイオマス利用セミナー出発，徒歩移動 
     10:15 松江城（〒690-0887 島根県松江市殿町 1-5） 
          案内・解説：一般社団法人島根県建築士会会長 足立正智氏 
     11:45 島根県庁前集合，バス乗車・移動 
     12:00 昼食，宍道湖しじみ館（〒690-0852 島根県松江市千鳥町 36） 
     13:00 バス出発 
     13:30 松江エヌエル工業株式会社松江工場，松江エヌエル工業発電所 
         （〒690-1401 島根県松江市八束町江島 1376-2） 
     15:00 バス出発 
     15:40 一部解散，JR 松江駅（〒690-0003 島根県松江市朝日町） 
     16:00 全体解散，島根県庁 
 

  



 

  ［会告② 2019 年 7 月 2 日作成］ 

森林バイオマス利用セミナー2019 開催案内（第２回会告） 

 

主  催：森林バイオマス利用学会 

共  催：（一社）日本木材学会中国・四国支部，(公社)日本木材加工技術協会中国支部 

日  時：2019 年 9 月 12 日(木)10:00-16:00  ※9：00-10：00 令和元年度総会 

視察内容： １．国宝天守に木使いを学ぶ（松江城） 

      ２．構造用合板製造工場およびバイオマス発電所の見学 

       （松江エヌエル工業株式会社松江工場，松江エヌエル工業発電所） 

参 加 者：主として中国・四国地区の大学研究者，公設研究所・試験場研究員，企業関係者など 

募集人数：35 名（先着順） 

参 加 費：一般 4,000 円（バス代，登閣料，昼食代を含む） 

     学生 1,000 円（バス代，登閣料，昼食代を含む） 

       前日または当日お支払いください。 

       自家用車での参加はお断りします。 

参加申込：下記申込先まで E-mail にて申し込んでください。 

     申し込みの締め切りは，2019 年 8 月 23 日（金）です。 

       森林バイオマス利用セミナー2019 事務局 

       担当者 吉延匡弘（島根大学大学院自然科学研究科） 

       E-mail yosinobu@riko.shimane-u.ac.jp 

     申し込みには，次のことを明記したメールを送信してください。 

       (1)氏名・フリガナ 

       (2)所属 

       (3)一般／学生の別 

       (4)連絡先（視察当日に連絡が取れる E-mail アドレスおよび携帯電話番号など） 

視察行程： 8:45 受付，島根県民会館 307 会議室（〒690-0887 島根県松江市殿町 1581） 

      9:00 森林バイオマス利用学会令和元年度総会 

     10:00 森林バイオマス利用セミナー出発，徒歩移動 

     10:15 松江城（〒690-0887 島根県松江市殿町 1-5） 

          案内・解説：一般社団法人島根県建築士会会長 足立正智氏 

     11:45 島根県庁前集合，バス乗車・移動 

     12:00 昼食，宍道湖しじみ館（〒690-0852 島根県松江市千鳥町 36） 

     13:00 バス出発 

     13:30 松江エヌエル工業株式会社松江工場，松江エヌエル工業発電所 

         （〒690-1401 島根県松江市八束町江島 1376-2） 

     15:00 バス出発 

     15:40 一部解散，JR 松江駅（〒690-0003 島根県松江市朝日町） 

     16:00 全体解散，島根県庁 

 

  



 

  ［会告① 2019 年 2 月 5 日作成］ 

森林バイオマス利用セミナー2019 開催案内（第１回会告） 

 

主  催：森林バイオマス利用学会 

共  催：（一社）日本木材学会中国・四国支部，(公社)日本木材加工技術協会中国支部 

日  時：2019 年 9 月 12 日(木) 08:30-16:00 

視察内容：未定（現在調整中） 

参 加 者：主として中国・四国地区の大学研究者，公設研究所・試験場研究員，企業関係者など 

募集人数：35 名（先着順） 

参 加 費：一般 4,000 円（予定。バス代，昼食代等を含む） 

     学生 1,000 円（予定。バス代，昼食代等を含む） 

 

※セミナーの詳細については，決まり次第，学会ホームページで告知します。 

 


