
○趣　旨

○平成29年度事業の実績

（１）実のなる木の育成の実施

【平成29年度実績】

34地区（8市町）

20.93ha

県

《実施例》

高岡市勝木原 　地内　（植栽年度：平成25年度、植栽本数：300本）

富山市文珠寺　地内　（植栽年度：平成24年度、植栽本数：1,000本）

ミズナラやブナなどの実のなる木の保育を行いました。

下刈実施箇所

下 刈 面 積

事 業 主 体

－水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりの推進－

Ⅳ 実 の な る 木 の 育 成 事 業

カシノナガキクイムシによる被害を受けた奥山に植栽したミズナラやブ
ナなど実のなる木を育成し、公益的機能の確保や景観の保全、野生動物の
生息環境の確保を図ります。

着工前 完成

着工前 完成



平成29年度　実のなる木の育成事業　実施箇所一覧

植栽 番号 市町村 地区名 植栽本数 平成29年度事業実績 備考

年度 保育 作業道管理 その他

24-1 魚津市 坪野 500本 0.30ha

24-2 富山市 文珠寺 1,000本 0.20ha

24 24-3 富山市 下乗嶺 1,000本 0.20ha

24-4 上市町 伊折 500本 0.17ha

24-5 南砺市 福光 4,250本 1.42ha

24-6 南砺市 利賀 4,830本 1.95ha

24-7 南砺市 五箇山 1,760本 0.58ha

25-1 黒部市 下立 1,000本 0.75ha

25-2 富山市 文珠寺 1,000本 0.20ha

25-3 富山市 下乗嶺 1,000本 0.23ha

25 25-4 上市町 伊折 500本 0.18ha

25-5 高岡市 勝木原 300本 0.30ha

25-6 南砺市 福光 3,000本 1.00ha

25-7 南砺市 利賀 6,000本 3.00ha

25-8 南砺市 五箇山 1,400本 0.90ha

26-1 魚津市 平沢 800本 0.80ha

26-2 富山市 亀谷 1,000本 0.35ha

26-3 富山市 栃折 1,000本 0.20ha

26 26-4 上市町 伊折 500本 0.25ha

26-5 小矢部市 久利須 300本 0.29ha

26-6 南砺市 福光 3,000本 1.00ha

26-7 南砺市 利賀 3,460本 1.73ha

26-8 南砺市 五箇山 400本 0.20ha

27-1 魚津市 坪野 500本 0.50ha

27-2 富山市 栃折 1,000本 0.20ha

27 27-3 上市町 伊折 1,750本 0.35ha

27-4 小矢部市 久利須 300本 0.25ha

27-5 南砺市 福光 2,250本 0.75ha

27-6 南砺市 利賀 1,430本 1.03ha

28-1 魚津市 坪野 300本 0.15ha

28-2 富山市 栃折 1,100本 0.22ha

28 28-3 富山市 東川倉 670本 0.13ha

28-4 射水市 入会地 100本 0.10ha

28-5 南砺市 福光 2,100本 1.05ha

計 8市町 34地区 50,000本 20.93ha
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