
平 成 23 年 度

福岡県林業統計要覧

福 岡 県 農 林 水 産 部



 



利 用 者 の た め に

ここに収録した資料は、主として県農林水産部の業務別資料に基づいて作成しましたが、

一部に九州農政局福岡統計・情報センターのご協力による資料と、さらに2010年世界農林

業センサス等を利用して編纂したもので、できるかぎり最新のものを掲載しました。

調査時点は、原則として平成24年３月31日現在のものですが、資料によっては時点以外

のものがあります。

また、既往５ヵ年の数値を載せて対象の便を計れるよう掲載しました。

１ 事業計画について

森林計画で公表された計画量は10ヵ年分ですが、備考欄に掲げていますように、各農

林事務所管内の編成年度が異なりますので、計画の始期と終期が一致しません。

２ 単位は原則として、面積はヘクタール、金額は千円とし、各表の右上にそれぞれ掲載

しています。

３ 数字の単位未満は、原則として四捨五入しておりますので、合計数値と内訳数値の合

計が一致しない場合があります。

４ 表中符号の用法は次のとおりです。

「０」単位未満

「－」該当なし
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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3) 林道の開設及び拡張事業 15

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(4) 保安施設 15
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