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平成20年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成21年３月、６月 担当部局名：林野庁企画課

評価書公表時期：平成21年７月

【施策名】
森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮 政策体系上の位置付け Ⅵ-⑪

【施策の概要＜目指す姿＞】
森林の適切な整備・保全により、地球温暖化防止等森林の有する多面的機能の発揮を図る。

【施策に関する目標】
（１）国土の保全や水源のかん養注１といった水土保全機能、生物の生育の場としての生態系を保全する機能及び

林産物を供給する機能等国民のニーズに応じた森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるとともに、森
林吸収量1,300万炭素トン注２の達成に向けて、間伐注３や針広混交林化等による多様で健全な森林の整備を計
画的に推進する。
目標 ① 重視すべき機能に応じた森林整備の計画的な推進

<達成目標> <20年度目標値> <実績値> <達成状況>
次の指標を満たす割合の平均を100％とする。 100％ 95％ 95％（Ａ）
（各年度） （見込値）

(ｱ)水土保全機能
育成途中にある水土保全林（土壌の保持や保水 70.80％ 70.29％ 98％

機能を重視する森林）のうち、機能が良好に保た （見込値）
れている森林の割合を維持向上させる。
（基準値:平成15年度:62.60％ （すう勢値から （すう勢値から

→ 目標値:平成20年度:70.80％） 21.30％増加） 20.79％増加）

（平成20年度すう勢値：49.50％）

(ｲ)森林の多様性
針広混交林（針葉樹と広葉樹との混交林） 35.00％ 34.63％ 91％

などの多様な樹種・樹齢からなる森林への誘導を （見込値）
目的とした森林造成の割合を増加させる。
（基準値:平成15年度:31％ （基準値から （基準値から

→ 目標値:平成20年度:35％） 4.0％増加） 3.63％増加）

(ｳ)森林資源の循環利用
育成林（人手により育成・維持される森林）に ９億８千万m３ ９億７千万m３ 96％

おいて、安定的かつ効率的な木材供給が可能とな （見込値）
る資源量を増加させる。
（基準値:平成15年度:８億４千万m３

（基準値から （基準値から

→ 目標値:平成20年度:９億８千万m３） １億４千万m３増加） １億３千万m３増加）

＜目標達成のための主な政策手段＞
【育成林整備事業 26,508（32,069）百万円】

育成林における広葉樹林化、針広混交林化、長伐期化等の多様な森林整備とそれに必要な路網の一体的整
備等を推進。

【共生環境整備事業 288（407）百万円】
森林環境教育等の利用のための森林空間や路網の整備、地域コミュニティやＮＰＯ注４等の参画を得た里山

林注５の整備等を推進。
＜目標に関する分析結果＞

森林の整備にあたっては、適切な間伐等を実施することにより、下層植生や根の発達等を促し、土壌を保持
する能力や水を育む能力が良好に保たれている森林とすることが必要である。このことは、同時に、その森林
が二酸化炭素の吸収源としてカウントできることとなり、吸収源対策としても不可欠である。具体的には、森
林施業注６の集約化や路網の整備等による林業生産コストの低減等を推進し、効率的な実施に努めているほか、
平成20年度については、
① 人工林の高齢級化に対応して、これまでの３から７齢級の間伐の推進に加え、７から９齢級（31年生から
45年生）の間伐への補助を本格的に実施することとし、団地的にまとめた森林整備を推進
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② 水産分野や農業分野との連携により、豊富な栄養塩類等の供給、濁水の緩和等による良好な漁場環境の保
全や農業用水の水源地域において良質な農業用水の安定的な供給に資するための森林整備等の実施

③ 森林吸収源対策として必要な追加的な間伐等の実施に要する地方負担を地方債の対象とすることや、国か
ら市町村へ直接交付する交付金の創設などを内容とする「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」
の制定

等の取組により、平成19年度から６年間で330万haの間伐の実施等を目標とする「美しい森林づくり」の一層の
も り

推進を図ったところであり、目標はおおむね達成する見込みである。
＜改善・見直しの方向性＞

森林は間伐等の適切な管理を行わなければ、その機能が低下することが予想されることから、引き続き適切
な森林の整備等を行うことが重要である。
また、森林吸収源対策として間伐量を急増させていることから、今後とも着実に森林整備を推進していくた

めには、地方・個人負担の軽減を図りつつ、間伐等の森林整備が進みにくい奥地等の条件の不利な森林の早期
解消等に向けた取組を強化する必要がある。
このため、国土保全や地球温暖化防止など森林の有する多面的機能を適切に発揮に向けて、間伐が進みにく

い条件の不利な森林を対象として、市町村、森林組合等の公的主体がモデル的に間伐を行う取組に対して定額
助成する事業や、境界明確化の取組みを本格的に支援する事業を実施するなど、地方負担、個人負担にも配慮
した施策の充実を図りつつ、引き続き総合的な取組を展開する。

（２）国際的な技術協力などによって、途上国等における持続可能な森林経営注７を阻害している違法伐採など様
々な課題への取組に対して積極的に支援・貢献し、得られた成果を国内の森林整備・保全に活かす。
目標 ② 国際的な協調の下での森林の有する多面的機能の発揮に向けた取組の推進

<達成目標> <20年度目標値> <実績値> <達成状況>
海外における持続可能な森林経営への寄与度を 100％ 82％ 82％（Ｂ）
100％とする。（各年度）

＜目標達成のための主な政策手段＞
【政府開発援助国際林業協力事業委託費 120（ 0 ）百万円】

ＣＤＭ植林注８推進および途上国の森林減少・劣化注９森林減少対策のための技術開発、人材育成等を実施。
【政府開発援助国際林業協力事業費補助金 210（336）百万円】

民間の海外植林活動促進のための情報提供等、黄砂対策に向けた植生回復実証調査等、自然災害等に対処
するための森林施業技術の開発等を実施。

＜目標に関する分析結果＞
開発途上国等に対して適切な支援を行うため、20年度に最終評価および中間評価を実施した事業において、

妥当性、有効性、効率性等について相手国カウンターパートからアンケートによる評価を受け、目標②の達成
状況を把握することとしているところであるが、20年度の実績は前年度の94％から82％となり、目標に対する
達成状況は、「Ｂランク」となった。
我が国としては、持続可能な森林経営を推進するために、国際社会全体で大きく取り上げられている違法伐

採対策、ＣＤＭ植林、森林減少・劣化防止に関する技術開発や人材育成に取り組むとともに、各途上国等の自
然的・社会的条件を踏まえつつ、荒廃地植林等の基礎的技術の確立、ＮＧＯ等の海外植林活動のための情報整
備や人材育成、新たな森林・林業協力を実現するための基礎調査等に関する補助事業等を実施してきた。また、
国際機関を通じた支援により、複数の途上国で森林経営情報システムの整備、持続可能な森林経営に関する人
材育成等を実施したところであるが、20年度のアンケート調査実施対象事業のうち、熱帯林資源動態把握支援
事業が１年で終了となったこと、その他の事業についても事業規模が比較的小さいため事業効果が限定的であ
ること、事業期間が比較的短いこと等で、現地カウンターパートにとって不満が残る結果となり、それがアン
ケート結果にも反映されたものと考えられる。
なお、各国、国際機関、ＮＧＯ等との役割分担や、現地カウンターパートとのコミュニケーションを図りな

がら効率的に事業を実施し、持続可能な森林経営を推進するための各種の取組を進めている。
＜改善・見直しの方向性＞

持続可能な森林経営の推進は、各国、関係国際機関、ＮＧＯ等が協力して取り組むべき課題であり、最近の
国際的な議論を見ると、平成20年7月に行なわれたＧ８洞爺湖サミットの首脳文書において、途上国の森林減少
・劣化に由来する排出の削減のための行動の奨励や違法伐採及び関連取引の抑制に向けた努力を行なうことが
明記された。
加えて、平成20年より京都議定書の第１約束期間が開始されたことから、ＣＤＭ植林実施のための支援の必

要性が一層高まるとともに、第２約束期間に向けた国際ルールづくりにおいては、途上国の森林減少・劣化問
題等が重要課題となっており、平成21年12月の気候変動枠組条約締約国会議の場で、活発に議論されることが
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見込まれる。
一方、熱帯林保有国等においては、森林に依存する住民の貧困と森林の減少・劣化との関連等が指摘されて

いる。こうした国際的な議論の動向や各国、ＮＧＯ等のニーズを踏まえつつ、途上国側のニーズに更に的確に
応えられるよう、開発途上地域等におけるＣＤＭ植林実施支援のための取組、森林減少・劣化問題対策のため
の取組、森林の適切な管理を促進する各種の取組等を実施する。
また、国際機関を通じて、ワークショップ開催、住民参加支援、普及・指導員育成等の取組により、違法伐

採対策等を効果的に推進する。これらの持続可能な森林経営推進のための各種取組みにより、引き続き国際協
調の下で、我が国の林業の健全な発展及び各国の森林整備・保全等に貢献する。

（３）国土保全の観点から、山地災害注10のおそれがある約13万6千集落のうち、荒廃地があり人家数が多い集落
など防災上特に緊急性、必要性の高い４千集落について重点的に保全対策を実施し、災害の未然防止を図る。
目標 ③ 山地災害等の防止

<達成目標> <20年度目標値> <実績値> <達成状況>
５年間で４千集落を対象に、周辺の森林の山地災害 52,000集落 51,700集落 93％（Ａ）
防止機能等が確保された集落の数を増加させる。 （見込み値）
（基準値:平成15年度:48,000集落 （基準値から （基準値から

→ 目標値:平成20年度:52,000集落） 4,000集落増加） 3,700集落増加）

＜目標達成のための主な政策手段＞
【治山事業 105,250（112,012）百万円】

山崩れ、土石流等の山地災害の発生源となる荒廃地等の復旧整備を実施。
【森林・林業・木材産業づくり交付金のうち山地防災情報の周知 9,692（9,756）百万円の内数】

山地災害危険地区に関する情報を地域住民等へ提供することにより、迅速な避難を助長し、山地災害によ
る被害を軽減。

＜目標に関する分析結果＞
平成19年の台風等による局地的な豪雨や新潟県中越沖地震などにより激甚な山地災害が発生した箇所の再度

災害防止を図るため、復旧対策を着実に行うとともに、より効果的な山地災害危険地区対策の展開を図るため、
国有林と民有林を通じた計画的な事業の実施や既存施設の機能強化、地域における避難体制と連携することに
よる減災に向けた効果的な事業を推進した結果、本年度の目標はおおむね達成する見込みであり、「Ａランク」
となった。
治山事業の実施にあたっては、効率性の向上を図るため、事業の重点化・集中化を進めるとともに、間伐木

や転石などの現地発生材の活用などにより、総合的なコスト縮減に努めている。
また、平成20年度においても引き続き、水源のかん養、災害の防備、公衆の保健等森林の有する公益的機能

の発揮が特に要求される森林の保安林注11への指定（平成19年度末における保安林面積は、1,188万ha（実面積））
を進めている。
＜改善・見直しの方向性＞

平成20年においても岩手・宮城内陸地震をはじめとした地震や集中豪雨等により大規模な山腹崩壊、土石流
などによる激甚な山地災害が発生している状況にあり、引き続き、山地災害危険地区の危険度合いも勘案しな
がら、効果的かつ計画的に事業を推進していく必要がある。
また、地域的な洪水や渇水が発生している状況を踏まえ、荒廃地や荒廃森林の効果的な整備を推進し、森林

の有する水土保全機能を発揮させることが必要である。特に保安林については、地球温暖化防止に向けた森林
吸収源対策にも資する天然生林注12の保安林面積の確保が必要となっていることを踏まえ、計画的な指定を行う
こととする。さらに、国有林と民有林を通じた保安林の適切な管理を一層推進することにより、その機能の持
続的な発揮を確保していくこととする。

（４）森林病害虫注13等による被害で最も深刻な松くい虫の被害について、保全すべき松林注14における被害率を全
国的に１％未満の「微害」レベルにするとともに、他の森林病害虫やシカ等の野生鳥獣による森林被害を防
止し、健全な森林の維持を図る。
目標 ④ 森林病害虫等の被害の防止

<達成目標> <20年度目標値> <実績値> <達成状況>
松くい虫の被害について、保全すべき松林を有する 100％ 62％ 62％（Ｂ）
都府県のうち、保全すべき松林が適正に保全されて （見込値）
いると認められる（被害率が１％未満の「微害」に
抑えられている）都府県の割合を100％とする。
（各年度）
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＜目標達成のための主な政策手段＞
【森林病害虫等防除事業費補助金 744（751）百万円】

松くい虫をはじめとした森林病害虫等の被害対策を実施。
【森林病害虫等防除事業地方公共団体委託費 186（186）百万円】

松くい虫被害の先端地域である東北地方の県境地域等において、農林水産大臣命令による防除を実施。
＜目標に関する分析結果＞

保全すべき松林における松くい虫被害については、新たに２県で被害率が１％未満の「微害」に抑えられた
一方、１県で被害率が１％以上の「中害」となったことにより、保全すべき松林の被害を「微害」に抑えられ
ている都府県の割合は、前年度の60％から62％となり、やや改善されたものの、目標に対する達成状況は、前
年同様、「Ｂランク」となった。
また、全国の保全すべき松林全体の被害率は、平成20年度についても「微害」に抑制されており、被害対策

の効果が認められるが、前年度の0.57％からは0.60％とわずかに増加している。
このように、全国の保全すべき松林全体の被害率としては「微害」を維持しているものの、一部の地域では、

① 地形や周辺の環境等から、効果的な防除の実施が困難な場所で被害の増加が見られること
② 夏期の高温少雨等が一因と考えられる被害の増加がみられること
③ 平成19年度以降、未被害の岩手県北部に近い秋田県鹿角市で新たに被害発生が確認されるなど、被害の先
端地域である東北地方において松くい虫被害が徐々に北上しつつあること

などが本年度の達成状況となった要因と考えられる。
なお、森林病害虫等による被害は、まん延性が強く、ひとたび被害を放置すれば自治体の境を越えて広範囲

に被害が拡大し、森林の有する国土保全機能の喪失が懸念され、その復旧に当たっては、多大なコストや長期
にわたる時間が必要となることから、適切な防除対策により効率的に森林を保全している。
＜改善・見直しの方向性＞

保全すべき松林における松くい虫被害の終息に向けて、引き続き保全すべき松林等において、伐倒・焼却等
による駆除措置、薬剤による予防措置、抵抗性マツやマツ以外の樹種へ転換する等の対策を適宜適切に組み合
わせた総合的かつ適確な防除の実施に努めることとする。
三位一体改革に伴う税源移譲により、平成18年度以降、既に被害がまん延している地域における松くい虫防

除事業に要する経費は、基本的に都道府県や市町村の財源として措置されており、各都府県における被害の終
息化を推進していくためには、関係都府県や市町村が連携して地域の実情に応じた防除対策に取り組むことが
重要となっている。国としては、被害の再激化が懸念される都府県等や、地域の要望により防除方法等の見直
しを検討する都府県等に対して、必要な技術的助言を行うほか、松林や周辺の環境に配慮した、環境に対する
負荷の小さい防除対策を推進するため、①マツノマダラカミキリの天敵微生物であるボーベリア菌を利用した
伐倒駆除措置、②薬剤の樹幹注入剤による予防措置等の活用を国庫補助により積極的に支援することとする。
一方、被害の先端地域である東北地方の寒冷地等においては、新たな地域への被害のまん延を防止するため、

引き続き国庫支援により、国、県、市町村等が一体となった防除対策を重点的に実施するとともに、平成21年
度についても航空機等を利用して松林の各種データを取得し、被害木を確実に探査する手法を確立するための
調査をモデル的に実施することにより、地域の実情に応じた計画的かつ適確な防除対策に資することとする。

（５）森林の整備・保全を社会全体で支えていくという気運を醸成していくため、企業、ボランティア団体等に
よる森林づくりや里山林の再生活動促進等により、国民参加の森林づくりを一層推進する。

も り も り

目標 ⑤ 国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進
も り

<達成目標> <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

森林づくり活動への年間延べ参加者数を増加させ （実績(推計)値
も り

る。 は平成2 1年度

(基準値:平成18年度:70万人 「森林づくり活 有効性の向上が
も り

→目標値:平成21年度:100万人) 動についてのア 必要である

平成20年度は「森林づくり活動についてのア ンケート調査」
も り

ンケート調査」が実施されない年であり、実 により把握）
績(推計)値を把握することは困難であること

から、以下の指標を用いて総合的な判定を行

うこととする。

指標(1) 472箇所
企業による森林づくり活動実施箇所数

も り

指標(2) 3,744件
森林ボランティア活動件数
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＜目標達成のための主な政策手段＞
【緑化推進対策事業 434（184）百万円】

緑化行事の開催等により国民参加の森林づくり活動を広く国民に普及啓発していくとともに、企業やＮＰ
も り

Ｏ等の森林づくり活動のサポート体制整備及び活動の評価手法の開発などの環境整備を推進。
も り

【森林・林業・木材産業づくり交付金のうち森林の多様な利用・緑化の推進 9,692（9,756）百万円の内数】
子どもたちの様々な森林環境教育活動への支援、実習林、観察林、学習展示施設等の整備の推進。

＜目標に関する分析結果＞

企業による森林づくり活動の実施箇所数は、前年度に比べ大きく増加する見込みとなっている。これは、企
も り

業の社会貢献活動に対する関心の高まりとともに、適切な森林の整備・保全等を幅広い国民の理解と協力のも
と総合的に推進していく「美しい森林づくり推進国民運動注15」の展開による普及啓発や企業等多様な主体の森

も り

づくり活動をサポートする「森づくりコミッション注16」等の活動支援体制の整備が進んできたことによるもの
と考えられる。
森林ボランティア活動については、平成19年に行われた内閣府の「森林と生活に関する世論調査」では、「森林

も り

づくりボランティア活動への参加したいと思う」が、前回調査（平成15年）より14ポイントも増加している。
これは、「美しい森林づくり推進国民運動」や緑化行事の開催等による国民への普及啓発活動や、ＮＰＯ等が行

も り

う先駆的先導的な森林ボランティア活動への支援等により、国民の意識が向上し、国民が参加しやすい環境の
整備が図られてきたことによるものと考えられる。
これらのことから、平成21年度の目標に向けおおむね順調に推移しているものと考えられるが、森林ボラン

ティア活動件数については、前年度に比べわずかに増加しているものの、その伸びはまだ緩やかであることか
ら、森林ボランティア活動への参加者数をさらに増加させるためには、幅広い国民への森林ボランティア活動
の情報提供や、参加に当たっての安全を確保するなど、森林づくり活動への参加を促す環境整備が必要であり、

も り

目標に対する達成状況は「有効性の向上が必要である」と考えられる。
なお、広範な国民が森林づくりに参加できるようにするため、①全国の国民に対して森林づくり活動に関す

も り も り

る普及・啓発を行うこと、②企業やＮＰＯ等国民が誰でも森林づくりに参加できるようサポート体制を全国的
も り

に整備すること、③全国的レベルでの各界や関係団体との連携を図ることなど総合的に国民参加の森林づくり
も り

の推進に取り組んでいる。
＜改善・見直しの方向性＞

企業による森林づくり活動や森林ボランティア活動件数は、平成19年２月より始められている「美しい森林
も り も り

づくり推進国民運動」により年々増加傾向にあり、今後、これらの活動が適切かつ継続的に行われることが重
要である。
また、森林ボランティア活動への参加者を一層増加させるためには、幅広い国民への森林ボランティア活動

の情報提供や、参加にあたっての安全確保をするなど、森林づくり活動への参加を促すような環境整備がさら
も り

に必要である。
このため、「美しい森林づくり推進国民運動」や緑化行事の開催等による普及啓発、企業、ＮＰＯ等の森林づ

も り も り

くり活動のサポート体制整備を引き続き推進するとともに、森林ボランティア活動を楽しく安全に行うための
技術向上・安全対策に関する研修等を実施する。

（６）森林の有する多面的機能の維持増進を図るためには、森林所有者、林業就業者が山村地域で生活すること
が重要であることから、山村における就業機会の増大、生活環境の整備、都市と山村との共生・対流に向け
た交流基盤の整備などを図る。
目標 ⑥ 山村地域の活性化

＜達成目標＞ <20年度目標値〉 〈実績値〉 ＜達成状況＞
山村地域の定住並びに都市と山村の共生・対流につ
いて、新規定住者数、交流人口等の維持・向上を基
本にしつつ以下の指標を用いて全国的な視点から総
合的に有効性の判断をする。 有効性の向上が
(ｱ)全国の振興山村地域注17の中から抽出した市町村 必要である
に対し、以下の指標のうちいずれかを満たす市町村 101％
の割合の前年度比 （見込値）

1) 新規定住者数
前年度の新規定住者数を維持・向上している 35％

市町村の割合 （見込値）
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2) 交流人口
交流人口が住民数以上かつ前年度の交流人口 54％

増加率を維持・向上している市町村の割合 （見込値）

3) 地域産物等販売額
前年度の地域産物等販売額増加率を維持・向 49％

上している市町村の割合 （見込値）

(ｲ)森林資源を積極的に利用している流域注18数
（約10流域（平成15年度）→約20流域(平成20年度)） 約20流域 22流域

（見込値）

(ｳ)山村地域の住民を対象にした用排水施設などの
生活環境整備の受益者数 80万人 80万人
（80万人（平成20年度)） （見込値）

＜目標達成のための主な政策手段＞
【森林整備・保全費補助金のうち山村再生総合対策事業費 300（0）百万円】

優れた自然や文化、伝統等の山村特有の資源を活用した新たな産業の創出や、都市との交流、山村コミュ
ニティの再生に向けた取組を支援し、魅力ある山村づくりを推進

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金のうち地域間交流拠点の整備等 30,546 (34,088)百万円の内数】
都市との共生を図りながら森林の適正な管理及び山村の活性化に資する施設等の整備を推進

＜目標に関する分析結果＞
新規定住者等のいずれかの指標を満たす市町村の割合は前年度を上回った。これは、新規定住者数が３ポイ

ント増加したことによるものである。
森林資源を有効に利用している流域の数は22流域（見込み）であり、前年度を上回った。これは、施業の集

約化等による生産コストの縮減の取組が進められたことに加え、各地に大規模な木材加工場が稼働するなど、
森林資源を効率的に利用できる環境が徐々に整備されてきたことによるものと考えられる。
山村地域の住民を対象にした用排水施設等、生活環境整備の受益者数は、前年度から９万人増となり、平成2

0年度に80万人とする目標を達成する見込みとなった。この指標は、これまでも着実に増加してきており、山村
地域の定住基盤の整備が確実に進められてきたことによるものと考えられる。
このように、いずれの指標も昨年同等以上の結果となっているが、指標(ｱ)について、同一の調査を実施して

いる平成17年度から４年間の結果を見ると、前年度の新規定住者数を維持・向上している市町村の割合は横ば
い、前年度の交流人口増加率を維持・向上等している市町村の割合は減少の傾向にあることから、目標に対す
る達成状況は「有効性の向上が必要である」と考えられる。
今後、山村地域で新規定住を促進するためには、森林整備による森林資源の活用や生活基盤の整備に加えて、

森林資源をはじめ山村特有の資源を有効活用した多様な産業を育成することで、就業機会を確保していく必要
がある。また、交流人口の増加に向けて、環境、教育、健康などを求める国民の価値観の多様化・高度化を踏
まえた魅力ある山村づくりを進めるとともに、ＣＳＲ等に積極的に取り組む企業も多いことから、都市の企業
等との交流や連携も重要である。
平成20年度は定住促進等を図るため、居住地周辺の森林や生活環境の整備を行い、定住条件の向上を図った

ほか森林や山村の地域資源を活用した新たな産業の創出、都市との連携による交流活動などへの取組、山村コ
ミュニティの維持・再生に向けた地域活動を支援した。
また、国全体として山村振興を実現していくため、山村地域の活性化に関する先進的な事例やそのノウハウ

などをさまざまな形で情報提供することによって効率的に実施している。
＜改善・見直しの方向性＞

「美しい森林づくり推進国民運動」を展開し、森林の多面的機能の発揮のために必要な森林の整備・保全を
も り

推進していくためには、定住促進等による山村振興が重要である。そのため、引き続き、山村地域の良好な生
活環境に必要な居住環境整備の推進に努める。
併せて、優れた自然や文化・伝統等の山村固有の資源を活用した魅力ある山村づくりを推進し、環境・教育

・健康の３分野に着目したモデル的な取組を支援するとともに、企業等との社会的協働システムの構築等によ
り山村地域の再生を図る。
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【施策に関する評価結果】
森林は、「緑の社会資本」として、地球温暖化の防止、国土の保全や水源かん養をはじめとする多様な機能を

有し、国民生活を守る上で大きな役割を果たしている。特に、京都議定書の温室効果ガス６％削減約束の達成
に向け、3.8％相当（1,300万炭素トン）を森林による二酸化炭素吸収により確保するとしているなど、森林の
整備・保全の必要性はますます高まっており、国民の理解と協力を得ながら施策を進めることが重要である。
① 重視すべき機能に応じた森林整備については、森林吸収源対策として追加的な森林整備を推進した結果、
目標はおおむね達成する見込みである。今後も着実に森林整備を推進していくため、地方・個人負担の軽減
や、間伐等の森林整備が進みにくい森林の早期解消等に向けた取組を強化する必要がある。

② 国際的な協調の下での森林の有する多面的機能の発揮に向けた取組の推進については、国際協力事業等の
取組に対して現地カウンターパートには不満が残る結果も見られた。持続可能な森林経営の推進のため、途
上国側とのコミュニケーションを一層図り、ニーズを踏まえてＣＤＭ植林実施の支援、森林減少・劣化問題
対策、違法伐採対策等の展開を図ることが必要である。

③ 山地災害等の防止については、計画的な事業の実施や効果的な事業を推進した結果、目標はおおむねね達
成する見込みであるが、平成20年度においても地震や集中豪雨等により激甚な山地災害が発生している状況
にあり、引き続き、効果的かつ計画的に事業を推進する必要がある。

④ 松くい虫被害については、「微害」の都府県の割合がここ数年横ばい傾向であり、被害の終息に向けては、
全ての都府県が足並みを揃えて目標を達成することが必要である。このため、被害の再激化が懸念される都
府県に対して必要な技術的助言等を行い改善を図るとともに、被害の先端地域へのまん延を防止するため、
国、県、市町村等が一体となった防除対策を実施していく必要がある。

⑤ 国民参加の森林づくりについては、「美しい森林づくり推進国民運動」の推進等により、企業による森林づ
も り も り も り

くり活動や森林ボランティア活動件数が伸びてきていることから、引き続き、森林づくり活動が活発に行わ
も り

れるための環境整備を行い、国民の幅広い参加を促進する必要がある。
⑥ 山村地域の活性化については、森林資源の利用や定住基盤の整備の促進等により、いずれの指標も昨年同
等以上となっているが、４年間で新規定住が横ばい、交流人口が減少傾向にあることから、居住環境整備の
推進とともに、地域の資源を活かした魅力ある山村づくりを推進する必要がある。
以上のとおり、平成20年度の施策に関する各目標の達成状況からは、本政策分野は一定の有効性は認められ

るものの、海外協力や森林被害の防止、国民参加の促進、山村活性化等を通じた森林の有する多面的機能の発
揮についてさらなる向上が必要と考えられることから、今後さらに、計画的な森林整備、山地災害や森林被害
の防止などの森林の適切な整備・保全を広く国民の理解を得つつ推進することにより、森林の有する多面的機
能の発揮を図る必要がある。
なお、平成21年度から新たな森林整備保全事業計画が策定されたことを踏まえ、関係する施策については各

指標の検討や見直しを行い、より一層の適切な運用等効果的な施策の推進に努めていくこととする。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び森林・林業基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
第171回国会施政方針演説 平成21.1.28 〈３ 安心できる社会 （環境）〉

地球温暖化問題の解決は、今を生きる我々の責任です。同時に、
環境問題への取組は、新たな需要と雇用を生み出す種でもあります。
成長と両立する低炭素社会、循環型社会を実現します。

第169回国会施政方針演説 平成20.1.18 〈第五「低炭素社会」への転換〉
まず自らが率先して、温室効果ガス６パーセント削減の約束を確

実に達成しなければなりません。
森林・林業基本計画 平成18.9.8 第２ 森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用

閣議決定 に関する目標
３ 森林の有する多面的機能の発揮に関する目標

【政策評価総括組織（情報評価課長）の所見】
地球温暖化の防止など様々な課題を克服するうえで、我が国の国土面積の３分の２を占める森林の整備・保

全を推進し、森林の有する多面的機能を十分に発揮させることが重要な課題となっている。特に、京都議定書
の第１約束期間（平成20年から24年）において、我が国は温室効果ガス６％削減（基準年1990年比）を約束し
ているが、そのうち3.8％相当（1,300万炭素トン）を森林による二酸化炭素吸収により確保することとされて
おり、森林の整備・保全の必要性は益々高まっている。
このため、平成19年度から年間55万ha、６年間で330万haの間伐の実施を行うこととしているが、これらに関

するデータ等は評価書上示されていないことから、指標又はデータとして追加し、地球温暖化防止に向けた取
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組が着実に進行していることを示す必要がある。
なお、森林が多面的な機能を発揮するためには森林の適正な整備・保全を図る必要があり、かつ森林を整備

・保全する山村が存続していく必要がある。このため、山村への定住促進等により山村の振興を図ることが重
要であるが、新規定住に関する指標「前年度の新規定住者数を維持・向上している市町村の割合」は、４年連
続同程度で推移し向上には転じていないことから、定住促進に向けた有効な政策手段を講じて山村の活性化を
図るべきである。

【政策評価会委員の意見】
・ 松くい虫の被害を「微害」に抑えている都府県の割合として、目標値は100％となっているが、実際の達成
率は60％台で推移していることから、現実的な目標なのか疑問が残るため、目標を検証すべきではないのか。
（椋田委員（第１回））

・ 森林整備は、漁業資源を維持増加させて行くためにも重要であると思うが、どのように考えているのか。（野
中委員（第１回））

・ 森林によるＣＯ2吸収量そのものや、ＣＤＭ植林によるクレジット量を目標として設定できないか。（椋田委
員（第３回））




