
令和２（2020）年

令和２（2020）年12月



令和２（2020）年版　栃木県森林・林業統計書

目　　次

ご利用に当たっての注意事項

1 栃木県の森林・林業と自然環境の現状 ページ
(1) 栃木県の森林 1
(2) 林業基盤 4
(3) 木材需給 7
(4) 特用林産 9
(5) 緑　　化 10
(6) 自然公園等 10

2 森林面積及び蓄積・成長量
第1表 土地の利用状況 13
第2表 所有別林野面積 13
第3表 林野地種別面積及び蓄積・成長量 13
第4表 市町村別・所有林野面積 14
第5表 市町村別・針広別林野面積（国・民有林合計） 15
第5表の1 市町村別・針広別林野面積（国有林） 16
第5表の2 市町村別・針広別林野面積（民有林） 17
第5表の3 市町村別・針広別林野面積（県営林） 18
第5表の4 市町村別・針広別林野面積（公有林） 19
第5表の5 市町村別・針広別林野面積（社寺有林） 20
第5表の6 市町村別・針広別林野面積（私有林） 21
第6表 市町村別・人工林天然林別林野面積 22
第7表 市町村別・人工林天然林別林野蓄積 25
第8表の1　林種別・齢級別資源構成（民有林） 28
第8表の2　樹種別・齢級別面積・蓄積・成長量（民有林）〔針葉樹〕 29
第8表の3　樹種別・齢級別面積・蓄積・成長量（民有林）〔広葉樹〕 31
第9表 森林経営計画認定実績 33
第10表　 森林のゾーン区分別集計表（民有林） 34

3 伐採・造林
第1表 民有林造林状況 35
第2表 民有林山行苗生産量 35
第3表 民有林樹種別苗畑面積 36
第4表 民有林市町村別造林面積 37
第5表 母樹林指定面積 39
第6表 民有林間伐状況 39
第7表 主伐（皆伐）面積 39

4 都市近郊林
第1表 都市近郊林の面積及び事業実施状況 40

5 県営林
第1表 県営林の種類別面積・蓄積 41
第2表 県営林の現況 41
第3表 県営林事業実施状況 42
第4表 県営林生産事業実施状況 42



6 林産物
第1表 林業生産額 43

(1) 木　材
第1表 木材需給量（素材） 44
第2表 外材入荷量（素材） 44
第3表 所有形態別素材生産量 44
第4表 樹種別素材生産量 45
第5表 用途別素材生産量 45
第6表 製材工場数及び生産量 45
第7表 用途別製材品出荷量 46
第8表 木材チップ工場数及び生産量 46
第9表 木材業登録者数 47
第10表 県内木材価格の推移 47
第11表 人工乾燥材出荷量 47

(2) 特用林産物　
第1表 特用林産物生産量 48
第2表 市町村別・年別生しいたけ生産量 49
第3表 市町村別特用林産物生産量（生しいたけを除く） 50
第4表 東京中央卸売市場出荷量と価格 51
第5表 しいたけほだ木所有規模別栽培者数 51
第6表 しいたけ菌床所有規模別生産者数 51
第7表 木炭生産量 51

7 治山及び保安林
第1表 林地荒廃防止施設災害復旧事業 52
第2表 県営治山事業実施状況 53
第3表 国有林民有林別保安林面積 58
第4表 市町村別保安林面積（民有林） 59

8 林　　道
第1表 林道の実績 60
第2表 林道事業の実施状況 61
第3表 作業道の実績（参考資料　累計延長） 63
第4表 作業道事業の実施状況（参考資料　年度別事業費） 63

9 林野災害
第1表 林野火災被害状況 64
第2表 気象災害被害状況 64
第3表 山地災害の発生状況 64
第4表の1 病害虫等被害状況① 65
第4表の2 病害虫等被害状況② 65
第5表 獣類被害状況 66

10 林業構造改善対策
第1表 林業・木材産業構造改革事業年度別実績 67

11 林業普及
第1表 林業普及指導員活動状況 68
第2表 林業機械の保有状況 68
第3表 高性能林業機械の所有形態別導入状況 69
第4表 林業普及推進団体 69



12 森林組合
第1表 森林組合設置地区森林面積と森林組合員所有面積 70
第2表 組合員所有森林面積別組合数並びに地区森林所有者数及び組合員数 70
第3表 森林組合役職員設置状況 70
第4表 森林組合の出資状況及び払込額別組合数 71
第5表 森林組合の貸借対照表 71
第6表 森林組合の損益計算書 71
第7表 森林組合雇用労働者数 72
第8表 森林組合の販売事業 72
第9表 森林組合の林産事業 72
第10表 森林組合の購買事業 73
第11表 森林組合の森林造成事業 73

13 林業金融
第1表 林業振興資金貸付状況 74
第2表 林業・木材産業改善資金貸付状況 75
第3表 木材産業等高度化推進資金融資状況 75

14 林業労働
第1表 林業従事者数 76
第2表 新規就業者数 76
第3表 林業における労働災害の発生状況 77

15 鳥獣保護
第1表 鳥獣保護区 78
第2表 休猟区及び特定猟具使用禁止区域（銃器） 78
第3表 狩猟鳥獣捕獲禁止区域及び指定猟法禁止区域 78
第4表 有害鳥獣捕獲数（個体数調整を含む） 79
第5表 年齢別狩猟免許者数 79
第6表 狩猟登録者数 80
第7表 狩猟登録者による鳥類捕獲数 81
第8表 狩猟登録者による獣類捕獲数 82

16 自然公園等
第1表 栃木県の自然公園 83
第2表 自然環境・緑地環境保全地域等指定一覧 84
第3表 自然公園施設整備事業費の実績 85

17 とちぎの元気な森づくり県民税事業
第1表 とちぎの元気な森づくり未来の森整備事業 86
第2表 とちぎの元気な森づくり里山林整備事業 86
第3表 とちぎの元気な森づくり森林所有対策事業 86

18 森林環境譲与税事業
第1表 森林経営管理制度の実施状況 87

19 その他
県民の森施設利用状況調べ 88
私有林保有山林規模別林家数　割合 88
統計から見た「栃木県森林・林業行政の指標」 89
栃木県環境森林部で管理している施設等調べ 90
令和元（2019）年度森林・林業行政年表 91
令和２（2020）年度創設事業・制度等 92


