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●森林面積

福井県

総土地 419千ha

森林資源の現状

福井県の森林面積は、県の総土地面積の７５％を占めています。
全国平均は６７％であり、福井県は豊かな森林資源を有しています。



福井県の人工林蓄積の推移

人工林の蓄積量は、４０年前と比べて約３倍に増加しています。
毎年約７０万㎥ずつ資源量が増加しています。
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約70万㎥／年ずつ増加



【課題１】県産材の供給を拡大する
・主伐・再造林による循環型林業経営の推進
・間伐のさらなる推進
・林業事業体の育成と若者を中心とする新規就業者の確保

取り組むべき課題

【課題２】県産材の需要を拡大する
・建築用材などのＡ材の新たな需要の開拓
・Ｂ材需要の拡大による原木全体の価値の向上
・原木の価値に応じた需要の創出および拡大

【課題３】森林の多様な活用により山村の活性化、災害等
に強い森づくり、緑と花の県民運動の推進
・森林を利用する機会や場を提供し、山村地域を活性
・きのこ等の特用林産物の生産者の育成および販売等の拡大
・公益的機能を持続的に発揮できる災害等に強い森づくり
・全国植樹祭を契機に展開してきた緑と花の県民運動の推進



１ 森を活かすプロジェクト
～充実しつつある森林資源の積極的な利用～

① 間伐の加速化と主伐の促進による循環型林業経営を推進

② 集落単位での取組みや新たな手法の導入による施業集約化の促進

③ 林業経営の効率化に向けた生産基盤の整備

④ 原木の安定供給システムの構築

⑤ 森林経営・管理を担う人材を育成

◎利用期を迎えた森林資源を有効に活用するため、施業集約化の促進、生産基盤の整備

等により間伐を加速化するとともに主伐・再造林による森林資源の循環利用を推進し、

木材供給を拡大します。

間伐材積 １２万㎥ → １６万㎥ 主伐材積 7万㎥ → ９万㎥

（Ｈ３０） （Ｒ６）

＜プロジェクト目標＞



２ 木を活かすプロジェクト
～原木の価値に応じた木材需要の創出・拡大～

① 木材加工流通体制の強化による県産材の利用拡大

② 県産材の家づくりの推進

③ 公共および民間施設の木造・木質化の推進

④ 攻めの県産材の販路拡大

⑤ 新たな分野における利用拡大

⑥ 木質バイオマスの利用推進

⑦ みんなでつかおう「ふくいの木」運動

◎木材加工流通体制の整備や福井の技術を活かした商品づくりなどにより、県産材の価値

を高め、国内外での新たな販路を開拓し、需要を拡大します。

県産材需要量 A材：5万 → ６万㎥ B材：３万 → ８万㎥ C材：11万 → 11万㎥

（Ｈ３０） （Ｒ６）

＜プロジェクト目標＞



３ 森に親しみ、森を守るプロジェクト
～森林の多様な活用と森林保全の推進～

① 森林の多様な活用による山村の活性化

② 地域資源である特用林産物のブランド力強化

③ 災害等から暮らしを守る森づくりの推進

④ 緑と花の県民運動を永続的に展開

⑤ 北陸新幹線福井・敦賀開業に向けた観光地周辺等の花いっぱい運動の推進

◎森林の多様な活用を通じて山村地域の活性化を図るとともに、災害等から暮らしを守る

森づくりを推進します。

新たな森林活用に取り組む団体 １７団体

＜プロジェクト目標＞



集落みんなで進める木材生産
～コミュニティ林業～



福井県産材の利用拡大

住宅における利用

店舗における利用 自動車内装での利用

公共施設における利用



福井県産材の販路開拓

大規模展示会への出展(東京都) 都市圏における需要拡大の事例
（東京ビッグサイト南展示棟の化粧材）

県外企業との商談会の開催 海外の大規模展示会への出展(台湾)



県産ブランドシイタケ：香福茸

規格
○種駒を１種類に限定

［ 菌興115(日本きのこセンター)］

○傘の大きさ ８cm以上

○肉の厚さ ３cm以上

○傘の巻き込み １cm以上

○丸みがあり、ボリュームのある形状

○１２月～３月までの期間限定

【初出荷平成２９年１月】（１箱６個入り）
１箱 ３万円 （５千円／個）
１箱 １.６万円

※通常の原木しいたけ 150円/100g

福井県の特用林産物



日本森林学会認定「 林業遺産 」

林業遺産は、林業発展の歴史を示す景観や生産技術、
特徴的な道具類などを遺産認定するもの

認定制度は２０１３年から始まり、全国３５件が認定

本県では、３件が認定
① 越前オウレン ② 熊川葛 ③ 研磨炭

本県の林業遺産

越前オウレン 熊川葛 研磨炭

福井県の特用林産物



県庁 出先事務所 試験研究機関等

配属先は基本、農林水産部

林業の配属先

県産材活用課 福井農林総合事務所

坂井農林総合事務所

総合グリーンセンター

森づくり課

工事検査課

流通販売課

中山間農業・畜産課

奥越農林総合事務所

丹南農林総合事務所

嶺南振興局林業水産部

嶺南振興局二州農林部

【その他】



坂井市

福井市

大野市

勝山市

敦賀市

小浜市
高浜町

越前町

南越前町

おおい町

鯖江市

越前市

あわら市

若狭町

美浜町

池田町

嶺南振興局二州農林部

嶺南振興局林業水産部

福井農林総合事務所

福井県庁

総合グリーンセンター坂井農林総合事務所

配属先

永平寺町

奥越農林総合事務所

丹南農林総合事務所



県 庁



県産材活用課

林業戦略グループ

林業の施策や林業就業者の確保・育成に関すること

公有林グループ

県有林（県所有の森林）の管理運営に関すること

間伐・造林グループ

ふくいの木利用室

県産木材の利用に関すること

森林整備の推進に関すること

【ﾎﾞｯｸｽinﾎﾞｯｸｽ（新たな活用）】【県有林の列状間伐：大野市】【林業カレッジ研修】



森づくり課

森林保全グループ

治山事業、林道事業に関すること

森林計画グループ

森林計画、保安林、林地開発（森林の開発）に関すること

森林活用グループ

緑化推進グループ

地域の緑化や花いっぱい運動の推進に関すること

特用林産物（キノコ等）の普及推進や林業試験研究に関すること

【企業の森による植栽】【森林ＧＩＳ（森林計画）】 【まいたけ施設補助】



関係課

工事検査課

工事検査、優良工事等事業者表彰に関すること

販売流通課 組合指導グループ

森林組合、土地改良区、水産業協同組合の検査に関すること

中山間農業・畜産課 伝統農業・中山間グループ

農山漁村の資源を活用した都市住民等との交流の促進、体制整備支援に関すること

【農家民宿等の整備支援】【治山ダムの中間検査】 【森林組合への検査状況】



出先事務所



農林総合事務所等（県内6か所）

林業・木材活用課

事業課

林業普及指導に関すること
森林組合事業の育成指導に関すること
県産材の利用推進に関すること
県有林に関すること
特用林産に関すること
緑と花にあふれた地域づくりに関すること

林道事業に関すること
林道災害復旧に関すること
治山・保全事業に関すること
林地開発に関すること
保安林事務に関すること
森林保全巡視に関すること



森林整備計画の策定 集落座談会の実施

林業・木材活用課の仕事①（森林施業の推進、森林組合の指導）

森林施業の確認、指導



林業・木材活用課の仕事②（県有林の森林整備）

森林所有者へ
施業内容の説明

森林作業道の整備

森林整備の実施
木材搬出、
売り払い



林業・木材活用課の仕事③（県民への普及啓発）

小学校等への出前授業

企業と連携した緑化活動 シイタケ原木の植菌教室



林業・木材活用課の仕事④（木材の利用拡大）

工務店等への
県産材利用促進

県産材を利用した住宅



事業課の仕事①（治山・林道事業）

治山工事
の施工

林道工事
の施工

森林整備の基幹道として利用山地災害からの復旧、減災



事業課の仕事②（治山現場確認・治山現場見学会）

山地災害などについて説明 施設の紹介

治山ダム着工前現場確認 地すべり材料確認



事業課の仕事③（林道現場確認）

土質確認 路盤工確認

Ｌ型擁壁現場確認 切土確認



事業課の仕事④（林地開発パトロール・保安林調査）

保安林資源調査 保安林資源調査

林地開発現場確認 林地開発現場確認



試験研究機関等



総合グリーンセンター

林業技術、県産材利用、特用林産物等の指導、林業関係実態調査

県民運動の推進、緑と花の相談業務、盆栽の管理、花きの栽培・展示、花き種苗の
育成・普及・研修等

技術指導グループ

緑化・花づくり推進部

緑と花の県民運動推進グループ

管理課

総務事務、庁舎等施設管理、都市緑化植物園・グリーンパークの維持管理・運営

【林業カレッジの講師】【特用林産関係の相談窓口】【花育指導（葉ボタンの仮植）】



た

総合グリーンセンター

多様な森林育成技術（林木遺伝的特性の改良等）
森林保護管理技術（森林病害虫防除技術等）
特用林産物の栽培技術（山菜、きのこの開発等）

県産材利用技術開発（県産スギ・乾燥技術等）
木質バイオマス利用の研究開発等

森林育成・特産研究グループ

林業試験部

木材開発研究グループ

【試験体測定】 【実大強度試験機設定】 【無花粉スギ選別】


