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ま え が き  

 

 この統計書は、千葉県の森林・林業の現況と事業の実績を明

らかにするため、農林水産部林務課・みどり推進課及び環境生

活部自然保護課の業務資料を主体に、関係機関の統計資料を加

えて編集したものです。  

 本書を森林・林業等に関する業務を進める上での基礎資料と

して活用していただければ幸いです。  

 今後、利用者の方々の御意見等を聞き、更に内容の充実に努

めてまいります。  

 

 

平成１９年９月  

 

 

 

 

 

千葉県農林水産部林務課  



利 用 さ れ る 方 々 に 

 

 

１ 本書に収録した統計は、主として平成18年度又は18年の調査結果で、主要な統計につい

ては比較のため過去の年度（年）の数値も掲載した。 

 ただし、森林資源については毎年度県全域について調査していないので、次の調査時点

のものを使用している。 

 ① 全県を５調査区に分け、５年毎に行っている地域森林計画編成に係る現況調査（各森

林調査区に包括される区域は、１ページの森林計画区図を参照） 

君 津 森 林 調 査 区  平成14年度現況調査 

夷隅安房森林調査区  平成15年度現況調査 

市原長生森林調査区  平成16年度現況調査 

九十九里森林調査区  平成17年度現況調査 

千 葉 森 林 調 査 区  平成18年度現況調査 

 ② 県全域を対象とした森林資源現況調査（平成14年度） 

 ③     〃    森林異動調査（平成16年度） 

２ 統計表に年とあるものは暦年（１月１日～12月31日）、年度とあるものは会計年度（当年

４月１日～翌年３月31日）、年月日とあるものはその期日現在の統計数値を表す。 

３ 表中「０」は単位未満を、「－」及び空欄は該当なしを表す。 

４ 表の欄外に資料の出典を明記したが、林務課の資料については省略した。 
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