
参考資料

1.達成目標の設定理由等

施策（１） 面的なまとまりをもった森林経営の確立

【目標】① （ア） 民有林における森林経営計画（注１）の作成率
集約化施業の推進 【測定指標の選定理由】

森林の多面的機能を発揮させていくためには、面的なまとまりをもった森林経営の
確立に向けて、意欲ある者への長期的な施業依託等により森林経営計画を作成し、
施業の集約化（注２）を推進する必要があることから、民有林における森林経営計画
の作成率を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
平成24年度から平成26年度の実績傾向を踏まえ、平成32年度の最終目標値を60

%に設定し、毎年度一定割合（５％）で向上させる。

〇 民有林における森林経営計画の作成率

※平成28年度数値

は暫定値。

出典：林野庁計画課業務資料

【目標】② （ア） 育成単層林のうち、育成複層林へ誘導した森林の割合
多様で健全な森林への 【測定指標の選定理由】
誘導 多様で健全な森林を整備していくためには、立地条件等に応じて育成複層林への

移行など多様な整備を推進する必要があるため、公益的機能の一層の発揮のため
育成複層林へ誘導した森林の割合を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
「森林整備保全事業計画」（平成26年5月30日閣議決定）に掲げる「育成複層林に

誘導することとされている350万haの育成単層林の2.8％を誘導」を最終目標値（平成
30年度）に設定し、平成25年度の実績値（0.8%）を基準値に、毎年度一定割合（年0.4
%）で向上させる。
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〇 森林の多様性

出典：林野庁整備課業務資料

【把握の方法】
目標① 指標（ア）

都道府県等からの実績報告により把握

目標② 指標（ア）
事業実施都道府県等からの実績報告により、当該年度において実施された誘導

伐等の面積を集計し実績値を把握

【達成度合の判定方法】
目標① 指標（ア）

達成率(%)＝（H28年度実績値）÷（H28年度目標値）×100

目標② 指標（ア）
達成率（%）＝（当該年度実績（暫定）値－H25年度基準値）

÷（当該年度目標値－H25年度基準値）×100

各目標とも、A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未
満、Cランク：50%未満

施策（２） 再造林等適切な更新の確保

【目標】① (ア) 再造林面積のうち、伐採と造林の一貫作業システムの導入、コンテナ苗
造林コストの低減 や成長に優れた苗木による植栽、低密度による植栽を行った面積の割合

【測定指標の選定理由】
植栽による確実な更新を図るためには、育林経費の大半を占める造林初期におけ

るコストの低減を図ることが必要であるため、①伐採と造林の一貫作業システムの導
入、②コンテナ苗や成長に優れた苗木による植栽、③低密度による植栽等の面積の
割合を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
毎年度の造林面積におけるこれらいずれかの方法により実施した造林面積の割合

を30％とすることを最終目標値（平成32年度）に設定し、平成27年度の実績値（11%）
を基準値に、毎年度一定割合（年4%程度）で向上させる。
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〇 低コスト造林面積の割合

出典：林野庁整備課業務資料

【目標】② （ア）コンテナ苗（注３）生産事業者のうち、一定規模以上のコンテナ苗生産
種苗の確保 能力がある事業者の割合

【測定指標の選定理由】
主伐後の再造林増加が予想される中、再造林を確実に実施していくためには、苗

木の生産拡大と安定供給が不可欠であるため、植栽の作業効率や通年の活着率が
高く、伐採・造林一貫の作業システムに適するコンテナ苗を一定規模以上生産する
能力（およそ5万本/年）がある事業者の割合を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
苗木生産事業者のうち、コンテナ苗を一定規模以上生産する能力がある事業者の

割合を、平成32年度の最終目標値を50%に選定し、平成27年度の実績値（19%）を基
準値に、毎年度一定割合（6%程度）で向上させる。

〇一定規模以上のコンテナ苗生産能力のある事業者の割合

出典：林野庁整備課業務資料

【把握の方法】
目標① 指標（ア） 事業実施都道府県等からの実績報告により把握

目標② 指標（ア） 都道府県を通じて実績値を把握
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【達成度合の判定方法】
目標① 指標（ア）

達成率(%)＝（当該年度実績（見込）値－H25年度基準値）÷
（当該年度目標値－H25年度基準値）×100

A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、
Cランク：50%未満

目標② 指標（ア）
達成率(%)＝（当該年度実績（見込）値－H25年度基準値）÷

（当該年度目標値－H25年度基準値）×100
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、

Cランク：50%未満

施策（３） 適切な間伐（注４）等の実施

【目標】① （ア） 市町村森林整備計画等において水源涵養機能維持増進森林及び山地災
水源涵養機能等の維持 害防止機能/土壌保全機能維持増進森林のうち、機能が良好に保たれて
増進 いる森林の割合

【測定指標の選定理由】
地球温暖化防止を含む森林の多面的機能を発揮させていくためには、引き続き、

間伐等の適切な森林整備を推進する必要があるため、土壌を保持し水を育む機能
が良好に保たれている森林（注５）の割合を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
「森林整備保全事業計画」（平成26年5月30日閣議決定）に掲げる「市町村森林整

備計画等において水源涵養機能維持増進森林及び山地災害防止機能/土壌保全
機能維持増進森林に区分された育成林のうち、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と考えられる森林の割合を平成25年度の74%から、適切な
間伐（注６）や高齢級の森林への誘導等の人工林の管理等を行い、下層植生や樹木
の根の発達等を図ることにより、平成30年度の約78％までにする」とすることを平成30年
度の表題目標値に設定し、平成25年度の実績値（73.61%）を基準値に、毎年度一定割合
（年0.84%程度）で向上させる。

なお、適切な森林整備を実施しない場合、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の割合は平成30年度に約56％程度までに低下（すう勢
値）することが予想されることから、各年度のすう勢値に対する増加をもって各年度の
達成状況を判定する。

〇 土壌を保持する能力や水を育む能力

出典：林野庁整備課業務資料
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【把握の方法】
目標① 指標（ア） 事業実施都道府県等からの実績報告により把握

【達成度合の判定方法】
目標① 指標（ア）

達成率(%)＝（当該年度実績(暫定)値－当該年度すう勢値）÷
（当該年度目標値－当該年度すう勢値）×100

施策（４） 路網整備の推進

【目標】① （ア） 生産性の高い林業経営の確立に必要不可欠な林道等の林業基盤の整備に
路網整備による森林資 より、木材の安定的かつ効率的な供給に資することが可能となる育成林の資源
源の利用促進 量

【測定指標の選定理由】
戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎えている中で、公益的機能を発揮し

つつ、森林資源の循環利用を推進していくことが大きな課題であることから、林業の
生産基盤となる林道等の整備により安定的かつ効率的な木材供給が可能となる育成
林の資源量を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
「森林・林業基本計画」（平成28年5月24日閣議決定）における平成37年まで望ま

しい路網延長（林道等：24万km、森林作業道：23万km）を達成した場合、木材の安定
的かつ効率的な供給が可能となる育成林が23億4千万㎣となることを踏まえ、平成32
年度に19億5千万㎣へと増加させることを最終目標値に設定し、この目標の達成に
向けて、平成26年度の実績値（14億6千万㎣）を基準値に、毎年一定割合（年8千㎣
程度）で向上させる。

○ 育成林の資源量

※平成28年度数値

は暫定値。

出典：林野庁整備課業務資料

【把握の方法】
目標① 指標（ア）

事業実施都道府県等からの実績報告により、当該年度において開設された林道
の延長等を把握し、木材として安定的かつ効率的な供給が可能となる森林の資源量
を把握。
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【達成度合の判定方法】
目標① 指標（ア）

達成率(%)＝（当年度実績（見込）値－H26基準値）÷
（当該年度目標値－H26基準値）×100

Ａ’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、
Ｃランク：50％未満。

施策（５） 国土の保全等の推進

【目標】① （ア） 周辺の森林の山地災害防止機能（注６）等が適切に発揮された集落の数
山地災害等の防止

【測定指標の選定理由】
近年、集中豪雨等による激甚な山地災害の頻発や、壮齢林での崩壊等に伴う流木

災害の顕在化など、山地災害の発生形態が変化している中、事前防災・減災対策とし
ての治山事業を推進する必要がある。なかでも地域の安全・安心な暮らしを確保する上
で重要な集落周辺の森林については、一度損なわれれば人命、財産へ直接的に被害
が及ぶことから、重点的に治山対策を推進する必要がある。

このため、「森林整備保全事業計画（平成26年5月30日閣議決定）」に掲げる周辺の
森林の山地災害防止機能等が適切に発揮される集落の数を指標として設定した

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
「森林整備保全事業計画」（平成26年5月30日閣議決定）に掲げる周辺の森林の

山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の数について、各年度一定量（約6百
集落/年）向上させ、平成30年度までに５万８千集落まで増加させることを目標として
設定した。

○ 周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の数

※平成28年度数

値は暫定値。

出典：林野庁治山課業務資料

（イ） 適切に保全されている海岸防災林等の割合

【測定指標の選定理由】
安全で安心な暮らしを支える国土の形成に寄与するため、市街地、工場や農地な

どを飛砂害や風害、潮害等から守る海岸防災林等について、海岸侵食や病虫害から
森林を保全する必要がある。
このため、「森林整備保全事業計画（平成26年5月30日閣議決定）」に掲げる海岸防

災林等の延長約7,400kmについて治山事業等の実施により適切に保全されている延長
の割合を指標として設定した。
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【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
海岸防災林等の総延長7,400kmのうち、治山事業等の実施により機能が回復した

ものも含め、適切に保全されている延長の割合について、概ね100%とすることを目標
として設定した。
なお、東日本大震災に伴う津波により被災した海岸防災林約164kmについては、復

興工程表に基づき平成32年度までに復旧を図ることとしており、進捗状況について、別
途参考として記載する。

○ 適切に保全されている海岸防災林等の割合

※平成28年度数値

は暫定値。

出典：林野庁治山課業務資料

【目標】② （ア） 保全すべき松林（注７）の被害率が1%未満の「微害」に抑えら
森林病害虫等の被害の れている都府県の割合
防止

【測定指標の選定理由】
松くい虫被害は強い伝染性を持つものであり、一旦微害化し防除対策を軽減した

地域等で再び被害が激化する恐れがあることから、防除を確実に実施する必要があ
る。このため、被害対策の進捗について適確に把握し、着実な防除実施を図るため、
松林の被害率を全国的に1%未満の「微害」に抑える都府県の割合を指標として設定し
た。
※松くい虫被害対策の推進を図る上での基本的な目標の一つとして、従来から、「終
息型の微害」が目指されている。終息型の微害とは、「被害率がおおむね１％未満の
水準で推移すると見込まれる被害の程度」のことであり、林政審議会で使用された資
料の中でも「微害」とは被害率が１％未満と定義されている。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
保全すべき松林の被害率が1%未満の「微害」に抑えられている都府県の割合につ

いて、平成26年度の実績値（71%）を基準値に、平成32年度の100%のに向けて、毎年
度一定割合（5%程度）で向上させる。
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〇「微害」に抑えられている都府県の割合（％）

出典：林野庁研究指導課業務資料

(イ） 新たな市町村で松くい虫被害の発生があった場合に、法令等に基
づいてまん延防止措置を適切に実施した割合

【測定指標の選定理由】
松林の公益的機能の確保や防除に係るコストを踏まえつつ、新たに被害が発生し

た市町村において、早期の段階で徹底的に防除を行う必要があるため、新たな市町
村で松くい虫被害の発生があった場合に、法令等に基づいてまん延防止措置を適切
に実施した割合を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
新たな市町村で松くい虫被害の発生があった場合に、法令等に基づいてまん延防

止措置を適切に実施した割合については、未被害地域において新たな被害の発生を
防止する対策について目標達成を図ることから、「新たな市町村で松くい虫被害の発
生があった場合に、法令等に基づいてまん延防止措置を適切に実施する」こととし、そ
の度合を毎年度100％とする。

〇新たな市町村で松くい虫被害があった場合に、法令に基づいてまん延防止措置を
適切実施した割合

年 度 H28 H29 H30 H31 H32

新たな発生件数 4

適切な実施件数 4

達成度合（％） 100

出典：林野庁研究指導課業務資料

（ウ） 全国の保全すべき松林における被害率に対する高緯度・高標高
の被害先端地域が存する都府県の保全すべき松林の被害率の割合

【測定指標の選定理由】
高緯度・高標高地の被害先端地域は被害が未被害地へ拡大しやすいという特徴が

あり、被害のまん延の防止が必要であるため、全国の保全すべき松林における被害率
に対する高緯度・高標高の被害先端地域が存する都府県の保全すべき松林の被害
率の割合を指標として設定した。
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【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
当該地域の被害が未被害地へ拡大しやすく、被害のまん延を防止する必要がある

ため、高緯度・高標高の被害先端地域が存する都府県の当該地域（市町村）の松林
の被害率を、当該年度の全国の保全すべき松林における被害率の平均値以下に減
少させる。（達成度合いを100%以上とする）

〇被害先端地域が存する都府県の保全すべき松林の被害率の割合（％））

年 度 H28 H29 H30 H31 H32

全国平均被害率 0.45%

先端地域被害率 0.48%

達成度合（％） 94

出典：林野庁研究指導課業務資料

【把握の方法】
目標① 指標（ア）

事業実施都道府県等からの実績報告により、年度末時点の集落に対する治山対策
の実施状況を集計し、実績値を把握

目標① 指標（イ）
事業実施都道府県等からの実績報告により、機能が低下した海岸防災林等にお

ける治山対策の実施状況を集計し、実績値を把握

目標② 指標(ア)
都道府県等からの聞き取りにより、実績値を把握

目標② 指標（イ）
都道府県等からの聞き取りにより、実績値を把握

目標③ 指標（ウ）
都道府県等からの聞き取りにより、実績値を把握

【達成度合の判定方法】
目標① 指標（ア）

達成率(%)＝（当該年度実績(見込)値－H25基準値）÷
（当該年度目標値－H25基準値）×100

目標① 指標（イ）
達成率(%)＝（海岸防災林等の延長－（機能の低下した海岸防災林等の延長－当

該年度までに治山事業等により機能の回復した海岸防災林等の延長）
÷（海岸林等の延長）×100

目標② 指標（ア）
達成率(%)＝（当年度実績（見込）値）÷（当年度目標値）×100

※実績値の算定に当たっては、松くい虫被害が発生していない北海道を除く46都府
県の割合により算定

目標② 指標(イ）
達成割合(％)＝（新たな被害が発生した市町村のうち措置を適切に実施した市町

村数）÷（新たな被害が発生した市町村数）×100

目標② 指標（ウ）
達成割合(％)＝（全国の保全松林の被害率平均）÷

（先端地域が存する都府県の保全松林被害率）×100
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（目標② 指標（イ）、指標（ウ）以外）
Ａ’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、

Ｃランク：50％未満。

（目標② 指標（イ）、指標（ウ））
Ａランク（おおむね有効）：前年度実績以上、Ｂランク（有効性の向上が必要である）：

基準値以上前年度実績未満、Ｃランク（有効性に問題がある）：基準値未満。

（参考）
【東日本大震災による被災箇所の復旧状況について】

東日本大震災に伴う津波により被災した海岸防災林約164kmについては、復興工
程表に基づき平成32年度までに復旧を図ることとしており、進捗状況について以下の
とおり報告する。（平成29年３月末時点）

被災状況：164km
着手延長：158km 進捗率 96％
完成延長： 68km 進捗率 41％

施策（６） 山村振興・地方創生への寄与

目標① （ア） 全国の振興山村地域（注８）の中から抽出した市町村に対し、(1)新規定住者
山村における就業機会 数、(2)交流人口、(3)地域産物等販売額の指標のうちいずれかを満たす市町村
の創出や都市との交流 の割合 （前年度比）
等の促進

【測定指標の選定理由】
山村の振興に向けて、森林資源を活かした産業育成による就業機会と所得の確

保、生活環境の整備等により定住の促進し、山村に暮らす人々がいきいきと生活でき
るようにしていくことが重要である。このため、全国の振興山村地域の中から抽出した
市町村に対し、①新規定住者数、②交流人口数、③地域産物等販売額について、そ
のいずれかが維持又は向上した市町村の割合を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
全国の振興山村地域の中から無作為に抽出した市町村に対し、アンケート調査を

実施し、「(1)新規定住者数、(2)交流人口数、(3)地域産物等販売額」に対し、そのい
ずれかが維持又は向上した市町村の割合を前年度以上とする。

〇新規定住者数、交流人口、地域産物等販売額についての指標のうちいずれかの指
標を満たす市町村の割合の前年度比

出典：林野庁森林利用課業務資料
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H27 H28 H29 H30 H31 H32
対象者数 422 458
回 答 数 240 262

有効回答数 237 259
いずれかを満たす 206 204
指標（１）を満たす 145 143

（割合） (61%) (55%)
指標（２）を満たす 129 92

（割合） (54%) (36%)
指標（３）を満たす 66 50

（割合） (28%) (19%)
2つを満たす 84 66

すべてを満たす 25 7
いずれかを満たす

割合(%) 87 79
前年度比（%） 123 91

注） ( )の数字はいずれかを満たす市町村数に対する割合
出典：林野庁森林利用課業務資料

（イ） 国産きのこの生産量
【測定指標の選定理由】

きのこ生産は、原木やチップの利用による森林整備への寄与や、きのこ生産による
山村地域の雇用創出に寄与することから、国産きのこの生産量を維持していく必要
があるため、国産きのこの生産量を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
「食料・農業・農村基本計画」（平成27年3月31日閣議決定）に掲げる国産きのこの

生産努力目標（46万トン/年）の達成に向け、毎年度46万トンを生産していくことを目
標に設定した。

○ 国産きのこの生産量

出典：特用林産基礎資料

【把握の方法】
目標① 指標（ア）

全国の振興山村地域から無作為に抽出した市町村に対するアンケート調査により
把握。

目標① 指標（イ）
特用林産基礎資料より把握
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【達成度合の判定方法】
目標① 指標（ア）

山村地域の活性化の状況について、指標①の割合、指標②の流域数の受益者数
を基に全国的な観点から総合的に有効性を判断する。
〈達成度合の計算方法〉
指標（ア） (1)～(3)の指標のうちいずれかを満たす市町村の割合

全国の振興山村地域の中から無作為に抽出した市町村に対し、次に掲げる(1)～
(3)の指標のうち、いずれかの指標を満たす市町村の割合を算出し、その前年度割合
と当年度割合との比率を算出する。

いずれかの指標を満たす市町村の割合の前年度比(%)＝当年度の割合(%)／前年
度の割合(%)

指標は、
( 1 ) 新規定 住者数：抽出市町村の新規定住者数が前年度の新規定住者数を

維持・向上していること
( 2 ) 交 流 人 口：交流人口が抽出市町村の住民数以上かつ前年度の交流

人口増加率を維持・向上していること
(3)地域産物等販売額：抽出市町村の地域産物等販売額が昨年度の地域

産物等販売額増加率を維持・向上していること
を設定。

当該指標の算出方法は
(1)新規定住者数比：a／b≧1.0以上

ただし、当年度の新規定住者数：a
前年度の新規定住者数：b

(2)交流人口が抽出市町村の住民数以上かつ
交流人口増加率比：当年度の交流人口増加率≧前年度の交流人口増加率
ただし、交流人口増加率＝(c-d)／d

当年度の交流人口：c
前年度の交流人口：d

(3)地域産物等販売額増加率比：当年度の地域産物等販売額増加率≧前年度の
地域産物等販売額増加

ただし、地域産物等販売額増加率＝(e-ｆ)／f

当年度の地域産物販売額：e
前年度の地域産物販売額：f

なお、新規定住者数、交流人口については、
・原則として集落単位など、より詳細に把握可能な場合は適宜当該数値を用いること
とし、不可能な場合は当該市町村の統計によることとする。

・交流人口としては、観光者数、施設入場者数、森林体験活動等森林の新たな利用
者数など把握可能な統計数値を適宜適切に用いることとする。

目標① 指標（イ）
達成率(%)＝（当年度実績（見込）値）÷（当年度目標値）×100

各指標とも、Ａ’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上
90％未満、Ｃランク：50％未満。

施策（７） 国民参加の森林(もり)づくり活動の促進と森林環境教育等の充実

【目標】① (ア） 「フォレスト・サポーターズ（注９）」の登録件数
多様な主体による森林づ 【測定指標の選定理由】
くり活動の促進及び森林 多様な主体による森林づくり活動の推進や森林環境教育等の充実を図るには、一
環境教育等の充実 般国民、CSR活動により資金援助等を行う民間企業、森林ボランティア団体等による

森林づくり活動や森林環境教育への関わりが重要であることから、国民一人ひとり
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が、それぞれの立場、可能な方法で、日常の業務や生活の中で、自発的に森林の整
備に取り組む「フォレスト・サポーターズ」の登録件数を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
平成20年12月にフォレスト・サポーターズ制度が開始され、翌年21年に大幅に増

加したが、直近の約２年では安定的な増加傾向にあり、平成27年時点における登録
件数は約6万2千件となっている。今後もこの傾向を維持することが重要であるため、
安定的な増加傾向となった過去直近の約2年間の登録件数のデータを用いて、線形
回帰分析を行ったところ、その結果は、平成32年の登録者数を約６万２千件と推計し
た。

このため、森林・林業基本計画の策定から10年後の平成32年までに６万２千件まで
増加させることを目標に設定し、平成24年12月時点の登録者数約３万９千件を基準値
に、毎年度一定割合（年3千件）で向上させる。

〇「フォレスト・サポーターズ」の登録件数

出典：林野庁森林利用課業務資料

（イ）森林に関するＣＳＲ活動等を実施する民間企業の割合
【測定指標の選定理由】

多様な主体による森林づくり活動の推進や森林環境教育等の充実を図るには、一
般国民、CSR活動により資金援助等を行う民間企業、森林ボランティア団体等によ
る、森林づくり活動や森林環境教育への関わりが重要であるため、「森林に関するCS
R活動等を実施する民間企業割合」を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
「マーケティングと連動したＣＳＲ活動に係るアンケート（平成23年３月）」（（社）国土

緑化推進機構、美しい森林づくり全国推進会議）によれば、連結従業員数3,000名以
上あるいは単独従業員1,000名以上の比較的規模の大きい民間企業（276社）のうち
森林に関するＣＳＲ活動を実施している民間企業の割合は、52.2％であった。また、
森林づくりに新たに取り組むことへ興味・関心のある企業及び現在興味関心はないも
のの将来的にはあり得るとした企業の割合は30%であった。

このため、森林・林業基本計画の策定から10年後の平成32年度までに約30 ％の
企業の森林づくりに新たに取り組むことへの興味・関心のある企業にこの活動に取り
組んでもらうことを目標（82.2%）とし、平成22年度の実績値（52.2%）を基準値に、毎年
度一定割合（年3%）で向上させる。
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〇森林に関するCSR活動等を実施する民間企業の割合

出典：林野庁森林利用課業務資料

（ウ） 森林ボランティア団体数

【測定指標の選定理由】
多様な主体による森林づくり活動の推進や森林環境教育等の充実を図るために

は、一般国民、CSR活動により資金援助等を行う民間企業、森林ボランティア団体等
による、森林づくり活動や森林環境教育への関わりが重要であるため、直接的に森
林づくり活動に取り組んでいる団体や森林環境教育の一環として実施したり、山村住
民と都市住民との交流や地域づくりのきっかけとして活用している「森林ボランティア
団体数」を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
過去５年間（H20～H24）の森林ボランティア団体数の平均値は、約2,800団体であ

り、今後、この水準で団体の設立・廃止等により増減するものと考えられることから、こ
の平均値を基準値に、前年度実績値よりも増加させる。

〇森林ボランティア団体数

出典：林野庁森林利用課業務資料
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【把握の方法】
目標① 指標（ア）

「フォレスト・サポーターズ」の登録実績を制度運営団体より聞き取り。

目標① 指標（イ）
CSR活動等に関するアンケート調査を毎年実施している経済団体より聞き取り。

目標① 指標（ウ）
３年ごとに実施される「森林づくり活動についての実態調査」の母集団となる団体

の数を各都道府県より聞き取り。

【達成度合の判定方法】
目標① 指標(ア）

達成度合（％）＝（当該年度実績（暫定）値－H24基準値）
÷（当該年度目標値－H24基準値）×100

A’ランク：150％超、Aランク：90%以上150％以下、Bランク：50%以上90%未満、
Cランク：50%未満

目標① 指標 (イ）
達成度合（％）＝（当該年度実績（暫定）値）÷（当該年度目標値）×100

A’ランク：150％超、Aランク：90%以上150％以下、Bランク：50%以上90%未満、
Cランク：50%未満

目標① 指標(ウ）

Ａ（おおむね有効）：前年度実績以上、Ｂ（有効性の向上が必要である）：基準値以
上前年度実績未満、Ｃ（有効性に問題がある）：基準値未満

施策（８） 国際的な協調及び貢献

【目標】① (ア） 持続可能な森林経営（注１０）を推進する国際協力プロジェクト数
国際協力の推進

【測定指標の選定理由】
世界における持続的な森林経営に向けた取組を推進し、「持続可能な開発のため

の２０３０アジェンダ」に掲げられた目標（SDGs）の実現を図るには、国際的に協調し
つつ多様な枠組みを通じた協力を推進する必要があるため、我が国が世界の持続
可能な森林経営の推進のために実施した国際協力プロジェクトの数を指標として設
定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
我が国が世界の持続可能な森林経営の推進のために実施した国際協力プロジェク

トの数（森林・林業分野における①林野庁補助・委託事業、国際機関への拠出による
国際協力プロジェクト、②JICAによる国際協力プロジェクト、③民間企業やNGO・NPO
による国際協力プロジェクトの合計数）を、平成32年度の最終目標値153（5年間で10%
増加）に設定し、毎年度一定割合（年2%）で向上させる。
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〇持続可能な森林経営を推進する国際協力プロジェクト数

出典：林野庁計画課業務資料

【把握の方法】
目標① 指標（ア）

事業の実績報告、JICA及び公益法人等を通じて把握

【達成度合の判定方法】
達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値）÷（当年度目標値）

146 

142 件 145 件 148 件
150 件 153 件

80

100

120

140

160

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

（件）
実績値

目標値



２．用語解説

注１ 森林経営計画 森林法第11条の規定による、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託
を受けた者が作成する5年を一期とする森林の経営に関する計画

注２ 施業集約化 林業事業体などが隣接する複数の森林所有者から路網の作成や間伐等の施業を
受託し、一括して行うこと。個々に行うよりも効率的に施業を行いコストダウンを図ること
が可能

注３ コンテナ苗 容器の打面にリブ（縦筋状の突起）を設け、容器の底面を開けるなどによって、根巻
きを防止できる容器（林野庁が開発したマルチキャビティーコンテナや宮崎県林業セ
ンターが開発したMスターコンテナ等）で育成された苗木

注４ 間伐 育成段階にある森林において樹木の混み具合に応じて育成する樹木の一部を伐
採（間引き）し、残存木の成長を促進する作業。この作業により生産された丸太が間伐
材、一般に、除伐後から、主伐までの間に育成目的に応じて間断的に実施。

注５ 土壌を保持し水 市町村森林整備計画等において水源涵養機能維持増進森林及び山地災害防止
を育む機能が良 機能／土壌保全機能促進森林に区分された育成林のうち、適切な間伐や高齢級の
好に保たれてい 森林への誘導等人工林の適正管理により、下層植生や樹木の根の発展、森林の崩壊
る森林 の予防等が図られ、土壌を保持する機能や水を育む能力が良好に保たれている森林

注６ 山地災害防止機 森林の下層植生や落枝落葉が地表の侵食を抑制するとともに、森林の樹木が根を
能 張り巡らすことによって土壌の崩壊を防ぐ機能

注７ 保全すべき松林 保安林及びその他の公益的機能が高い松林であって松以外の樹種では当該機能
を確保することが困難な松林として都道府県知事が指定する高度公益機能森林及
び、松林としての機能を確保しつつ、高度公益機能森林への被害の拡大を防止する
措置を実施することが適当な松林として市町村長が指定する地区保全森林。

注８ 振興山村地域 山村振興法に基づき、要件（1960年林業センサスにおいて、林野率0.75以上、人口
密度1.16人／町歩未満で、交通、経済、文化等条件に恵まれず、産業開発の程度が
低いこと）を満たしている山村（旧市町村単位）から都道府県知事の申請に基づき、国
土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定する地域。

注９ フォレスト・サ 個人や企業等が「フォレスト・サポーター」として運営事務局に登録を行い、日常の
ポーターズ 業務や生活の中で自発的に森林の整備や木材の利用に取り組む仕組み。

注１０ 持続可能な森林 動的で進化する懸念として、全てのタイプの森林の経済、社会、環境的価値を現在
経営 及び将来世代の便益のために維持し、高めることを目的に森林を管理し又は経営す

ること。
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