
○趣　旨

○平成29年度事業の実績
（１）「立山 森の輝き」の植栽・保育を支援

スギ人工林の伐採跡地における優良無花粉スギの植栽や保育を支援しました。

【平成29年度実績】
34箇所（11市町）

植栽：18.5ha　37,060本　　保育：42.2ha

森林所有者等

《実施例》

（２）「立山 森の輝き」生産施設の整備

（３）「立山 森の輝き」の普及ＰＲ

【平成29年度実績】
４月１日～

５月２８日

10月20日

３月２３日 砺波市の屋敷林保全のために苗木を配布

　「立山 森の輝き」を広く普及PRするため、県内外
での植樹活動や苗木の展示などを行ないました。

皇居東御苑「都道府県の木」エリアに植
栽、一般公開

第６８回全国植樹祭で天皇陛下によるお
手植え

「とやま帰農塾」の参加者による植樹体
験（立山町）

植 栽 箇 所

事 業 主 体

植 栽 面 積 等

　「立山 森の輝き」播種用のビニールハウス１棟増設など、苗木の増産に必要
な生産施設（富山県魚津採種園）の整備を行ないました。

－水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりの推進－

Ⅴ 優良無花粉スギ｢立山 森の輝き｣普及推進事業

花粉症対策の一環として、富山県生まれの優良無花粉スギ「立山 森の輝
き」の普及を図るため、スギ花粉飛散に強い影響を及ぼしている人工林の
伐採跡地での植栽等を支援するとともに、苗木の生産体制を整えます。

第68回全国植樹祭、天皇皇后両陛下
によるお手植え（魚津桃山運動公園）

富山市八尾町下笹原 地内 南砺市大谷 地内

「立山 森の輝き」の採種用ハウス 育成用ハウスで育つ「立山 森の
輝き」の苗木



平成29年度　優良無花粉スギ「立山　森の輝き」実績一覧

29-1 朝日町 山崎 1.5 3,000 -

29-2 黒部市 田籾 0.47 940 -

29-3 黒部市 宇奈月町下立 1 2,000 -

黒部市 計 1.47 2,940 -

29-4 魚津市 松倉 0.5 1,000 -

29-5 魚津市 三ケ 1.47 2,940 -

魚津市計 1.97 3,940

29-6 富山市 舟倉 0.1 200 -

29-7 富山市 大清水 0.77 1,540 -

29-8 富山市 八尾町下笹原 0.92 1,840 -

29-9 富山市 八尾町中山(尾ノ上) 0.35 700 -

29-10 富山市 八尾町中山(五合草連) 0.37 740 -

29-11 富山市 楡原 0.46 920 -

富山市 計 4.44 8,880 -

29-12 立山町 谷口 0.32 640 -

29-13 高岡市 福岡町花尾① 0.91 1,820 -

29-14 高岡市 福岡町花尾② 0.15 300 -

29-15 高岡市 福岡町土屋 0.18 360 -

高岡市 計 1.24 2,480 -

29-16 氷見市 仏生寺 0.68 1,360 -

29-17 氷見市 桑院① 0.1 200 -

29-18 氷見市 上田① 0.45 900 -

29-19 氷見市 飯久保 0.15 300 -

29-20 氷見市 粟原① 0.33 660 -

29-21 氷見市 西朴木 0.26 520 -

29-22 氷見市 粟原② 2.18 4,360 -

29-23 氷見市 宇波 1.69 3,380 -

29-24 氷見市 一刎 0.2 400 -

29-25 氷見市 上田② 0.8 1,600 -

氷見市 計 6.84 13,680 -

番号 市町村 箇所名

平成29年度事業計画

面積 本数
保育

植栽

【「立山　森の輝き」植栽実績】 単位：ha、本　

前期実績

H24-28 H29(実績) H30-38

面積(ha) 42 20 440 460

本数 84,500 40,940 879,060 920,000

立山 森の輝き
植栽計画

H29-38計画
目標



平成29年度　優良無花粉スギ「立山　森の輝き」実績一覧

番号 市町村 箇所名

平成29年度事業計画

面積 本数
保育

植栽

29-26 小矢部市 蓮沼 0.28 560 -

29-27 小矢部市 小森谷 0.6 1,200 -

小矢部市 計 0.88 1,760 -

29-28 射水市 串田 0.5 1,000 -

29-29 砺波市 正権寺 0.5 1,000 -

29-30 南砺市 大谷 0.3 600 -

29-31 南砺市 北野 1.41 2,820 -

29-32 南砺市 院瀬見 0.1 200 -

29-33 南砺市 大鋸屋 0.25 500 -

29-34 南砺市 利賀村坂上 0.22 440 -

南砺市 計 2.28 4,560 -

29-35 入善町 舟見中野 - - 0.5

29-36 黒部市 宇奈月町下立外 - - 5.5

29-37 魚津市 ニケ外 - - 2.85

29-38 滑川市 大日 - - 0.28

29-39 富山市 婦中町大瀬谷外 - - 5.81

29-40 上市町 東種外 - - 1.08

29-41 立山町 芦峅寺 - - 0.47

29-42 高岡市 勝木原外 - - 1.99

29-43 氷見市 粟原外 - - 12.08

29-44 小矢部市 末友外 - - 2.49

29-45 砺波市 庄外 - - 2.33

29-46 南砺市 坂本外 - - 6.78

総　　　計 20.47 40,940 42.16



平成29年度　優良無花粉スギ「立山　森の輝き」　植栽・保育実施箇所位置図

平 成 29 年 度 植 栽 箇 所

平 成 29 年 度 保 育 箇 所
（ 24 ～ 28 年 度 植 栽 地 ）

凡　　　例
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