
森林の保健機能の増進に関する特別
措置法

公衆の保健の用に供することが相当と認
められる森林について保健機能の増進を図
るための森林施業等の促進を図る

①
水土保全機能の維持向上

②
森林の多面性の確保

③
森林資源の循環利用

重視すべき機能に応じて森林を「水土保
全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循
環利用林」に区分し、森林計画制度の下、
それぞれの区分にふさわしい森林の整備・
保全を推進した。

森林の保健機能の増進を図るべき森林と
して、市町村森林整備計画に「保健機能森
林」の区域を設定し、当該区域の森林整備
等を行った。

－

目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

森林法（森林計画制度）

長期的視点に立って、森林資源の保続培
養と森林生産力の増大を図りながら、森林
の多面的機能が十分に発揮されるよう、森
林の整備・保全の計画的な実施を図る

－
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平成22年度に実施した政策（政策手段シート）

政策分野名 12．森林森林の有する多面的機能の発揮

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

国土の保全その他国有林野がもつ公益的
機能の維持増進を図るため森林整備等を実
施した。

森林・林業・木材産業分野の研究・技
術開発戦略（うち森林整備関連部門）

森林の多様な機能の発揮に関する研究等
を実施することにより、森林・林業・木材産業
に関する研究・技術開発を推進

－

平成19年１月に策定された森林・林業・木
材産業分野の研究・技術開発戦略を踏ま
え、森林総研、都道府県等関係機関との連
携を図りつつ、研究・技術開発を推進した。

本法に基づき、優良な種苗を確保するた
めに、指定採取源の整備、生産事業者の登
録、配布用種苗の表示義務等に対する指
導、助言を実施した。

－

国有林野の管理経営に関する法律
国土の保全その他国有林野がもつ公益的

機能の維持増進等を図る
－

分収林特別措置法
分収方式による造林及び育林を促進し、

適切な森林整備を一層推進
－

分収方式による造林及び育林を促進し、
適切な森林整備を実施した。

た
森
林
整
備
の
計
画
的
な
推
進

林業種苗法
優良種苗の供給を確保するために優良な

採取源の指定、生産事業者の登録、種苗表
示の適正化を図る
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

27,979 47都道府県において、広葉樹林化、針広
混交林化、長伐期化など多様な森林整備と
これに必要な路網整備を実施した。27,549

森林環境教育等の利用のための森林空 1 １県において、森林環境教育等の利用の

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

健全な森林の整備を推進していくため、
「森林整備効率化支援機械開発事業」等の
実施により、高性能林業機械の開発・改良
等を推進した。

森林整備事業調査費
森林環境保全整備事業の推進に当たって

の森林整備手法に関する調査

63 森林吸収量の確保と森林資源の循環利用
の両立に向けた森林整備手法に関する調
査など、5項目についての調査を実施した。52

林木育種戦略
林木の新品種の開発等を実施することに

より、林木育種を推進
－

平成19年２月に策定された林木育種戦略
において、長期的展望に立った林木育種の
推進方策が明確にされたことから、これに
従って林木育種を推進した。

高性能林業機械化促進基本方針
健全な森林の整備を推進していくため、高

性能林業機械の開発・改良や高性能林業
機械作業システム構築等を推進

－

育成林整備事業費補助金

森林居住環境整備事業費補助金
山村地域の生活環境の整備、基幹的な林

道等の整備及び居住地周辺の森林整備

19,060
28都道県の101地区において、緑豊かな

森林に囲まれた快適な居住環境を創出する
ため、居住地周辺の森林の整備、山村地域
の定住基盤の整備及び森林整備等の骨格
となる林道の整備を総合的に実施した。

18,776

被害森林の復旧、無立木地の造林、災害
復旧のための林道開設等

5,341 41都道府県において、森林の有する機能
の回復を図るため、被害森林の回復等を実
施した。5,233

機能回復整備事業費補助金

水源林造成事業費補助、特定中山間
保全整備造林事業費補助、水源林造
成事業補給金及び独立行政法人森林
総合研究所出資金

　森林総合研究所による水源林の造成

29,585 水源林造成事業については、46都道府県
の奥地水源地域において急速かつ計画的
な森林の造成等を実施した。

また、特定中山間保全整備事業は、３区域
において森林の造成等を実施した。29,584

共生環境整備事業費補助金
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等
の参画を得た里山林の整備等

1 １県において、森林環境教育等の利用の
ための森林空間やアクセス道等の整備を実
施した。1
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

国有林野事業の事業実施に必要な経
国有林野における公益的機能の維持増進

9,330の内数
分収育林箇所のうち 740h において間伐

国有林野森林整備事業に必要な経費
国有林野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

61,379 7,229haの更新を行ったほか、77,335haの
下刈、23,779haの除伐等健全な森林を育成
するための保育を実施した。

森林の適切な整備等に必要な林道を
97km開設した。60,665

特定中山間保全整備林道事業費補助 　森林総合研究所による基幹林道等の整備
328 特定中山間保全整備事業については、１

区域において林道の開設及び改良を実施
した。328

美しい森林づくり基盤整備交付金
市町村長が定める間伐等の実施区域にお

いて、間伐等の促進に必要な条件整備等

5,456
36道府県201地区において、間伐等の促

進に必要な条件整備を実施した。
5,418

森林計画推進委託費

・森林吸収量の報告に必要なデータの収
集・分析、報告内容の補完と精度向上のた
めの調査
・我が国の森林全域を対象とした生態系の

多様性に係るマクロ的な調査

846

・京都議定書に基づく森林吸収量の報告に
必要なデータの収集・分析、報告内容の補
完と精度向上のための調査・検討を行った。
・生物多様性の保全に向け、我が国の森林
全域を対象とした生態系の多様性に係るマ
クロ的な調査（5年で1巡）及びデータ分析技
術の開発を実施。
・国際会議における情報発信内容の素案を
作成した。

759

森林計画推進地方公共団体委託費等 　森林施業計画認定のための調査

93 農林水産大臣が認定（変更）を行う森林施
業計画に係る調査について、県に委託し、
森林施業計画の認定（変更認定）1,125ｈａを
実施した。74

国有林野事業の事業実施に必要な経
費（森林空間総合利用事業等経費を
除く）

国有林野における公益的機能の維持増進
に対応した管理経営の推進

,
分収育林箇所のうち、740haにおいて間伐

等の保育を実施した。
8,808の内数
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

特別母樹林保存損失補償金 　特別母樹林の保存に伴う損失補償

10 特別母樹林の所有者に対し、平成23年3
月までに特別母樹林の保存に対する損失
補償を行い、約16千本の保存が図られた。10

森林・林業・木材産業づくり交付金のう
ち森林整備の推進

間伐等の森林整備を実施するための路網
の整備、高性能林業機械の導入等

8,860の内数
生産性の向上を図るために作業道等の整

備と高性能林業機械の導入を実施した。
○高性能林業機械の普及台数
Ｈ１９ ： 3,474台
Ｈ２０ ： 3,802台
Ｈ２１ ： 4,194台
Ｈ２２ ： 24年３月以降発表予定

8,649の内数

地域森林計画編成事業費補助金
地域森林計画編成に要する経費への補

助

375
全国158森林計画区のうち32の計画区に

ついて地域森林計画を樹立し、それぞれの
計画区の地域特性を踏まえた森林整備及
び保全の目標等を示すことによって、各計
画区における森林の計画的な整備に寄与し
た。

195

森林・林業・木材産業づくり交付金のう
ち
花粉発生源対策の推進

ミニチュア採取園等の造成・改良等を行
い、花粉の少ない苗木を大量に供給する体
制を整備

8,860の内数 花粉症対策苗木の生産量の増大を図るた
め、花粉症対策苗木生産に必要な県にお
けるミニチュア採種園等の整備等を支援し
た。8,649の内数

優良種苗確保対策事業 森林の適正な整備を推進するための優良
種苗の確保

134

優良な種苗を確保するために、地域に適
応し生育してきた郷土樹種の供給を進め
た。

また、花粉症対策苗木の生産量の増大を
図るため、育苗作業の省力化への取り組み
を進めるとともに花粉症対策品種の開発の
加速化のための技術開発を進めた。

花粉症対策苗木を平成18年度に11万本、
平成21年度に94万本生産した。

131

森林整備・保全費補助金のうち
低コスト育林高度化事業費

多様な森林整備に対応できる機械や機械
以外の育林技術を組み合わせた低コストか
つ効率的な育林技術を開発・評価

29 育林機械の開発及び低コスト育林技術の
作業工程ごとのコスト分析等について実施し
た。29
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

森林整備・保全費補助金のうち
分収林施業転換促進事業

非皆伐施業等への転換を推進するために
行う契約変更などへの取組に対する支援

320

協議会が行う非皆伐施業等への契約変更
や協定締結に向けた取組などに対して支援
を実施した。

なお、協議会設立に当たり参画を必要とす
る森林整備法人のうち林業公社について
は、現在、関係府県において、公社の存廃
を含む抜本的な経営の見直しの検討が行
われており、その検討状況によって協議会
の設立に至らない状態にあるため、協議会
設置が 府県 止まり 執行額が低位な状

137

森林整備活性化資金の貸付け 造林補助事業等の実施に必要な資金を
無利子で貸付け

貸付計画額 1,700 無利子の本資金と有利子の公庫資金を併
せて貸し付けることによって、林業者の金利
負担の軽減を図り、森林施業規模の集積を
通じた森林整備の推進を図った。
平成22年度の実績は、64件。-

森林環境保全総合対策事業

森林環境の保全を総合的に推進するた
め、生物多様性に配慮した森林対策や「世
界遺産の森林」の保全推進、花粉発生源地
域の推定、松くい虫被害モニタリング技術や
ナラ枯れ被害防除技術の高度化に取り組む

305
ＣＯＰ１０を契機として森林の生物多様性

保全の取組を国内外へ発信するなど、森林
環境の保全に関する調査・研究及び情報発
信等を総合的に行い、森林の有する多面的
機能の発揮に寄与した。

296

幹線林道事業移行円滑化対策交付金 既設幹線林道に係る債務の償還等を円滑
に進めるための利息の補填等

706 既設幹線林道に係る債務の償還等を円滑
に進めるため、賦課金及び負担金の徴収等
に係る人件費、利差損の補填を実施した。542

森林整備広域連携促進対策事業 広域連携を行う事業体や地域の支援と取
組の分析等

21 広域連携を行う事業体、地域の取組結果
を分析し、成功事例、ノウハウ等を全国へ普
及・啓発した。
H22:４事業体21

設置が21府県に止まり、執行額が低位な状
況となっている。
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

森林整備 保全指導監督等費
141

森林整備 保全監督等に必要な経費

農山漁村地域整備交付金

自治体が農山漁村地域ニーズにあった計
画を自ら策定し、農業農村、森林、水産各
分野における公共事業を自由に選択し、総
合的、一体的な整備を支援する。

77,990の内数 農山漁村地域の総合的な整備（47都道府
県）を実施し、水土保全機能の維持向上、
森林の多面性の確保、森林資源の循環利
用に寄与した。77,851の内数

森林整備加速化・林業再生事業費補
助金

高密度の路網の整備をはじめとする生産
基盤の整備や路網の整備により搬出される
間伐材の需要拡大策等を支援する。

15,500の内数 46都道府県において、路網整備、森林所
有者情報の整備、高性能林業機械の導入、
木材加工流通施設、木質バイオマス施設の
整備、木造公共施設の整備等を実施した。15,500の内数

デジタル森林空間情報利用技術開発
事業

デジタル森林空間情報を活用するための
技術開発

293 生物多様性の保全に向け、デジタル森林
空間情報を活用した高精度な解析技術を開
発するため、デジタル空間データの取得や
現地調査、データ解析及びプログラム開発
を実施した。293

収用等に伴い代替資産を取得した場
合の課税の特例
［所得税・法人税：措法第33条、第64
条、第68条の70］

収用換地等の場合の 5,000万円特別控除
制度（措法65の２）との選択適用により、その
代替資産につき譲渡益の範囲内で課税の
繰り延べ特例ができる

－
租税特別措置法第33条に基づく課税の特

例

植林費の損金算入の特例
［法人税：措法第52条、第68条の38］

森林施業計画に基づき造林した場合、こ
れに要した植林費の35％を初年度損金算
入

　租税特別措置法第52条による減税。

計画伐採に係る相続税の延納等の特
例
［相続税：措法第70条の8の2］

森林施業計画に基づく伐採時期及び材積
を基礎として相続税の延納等の特例措置

－
森林施業計画対象森林の相続税の延納

利子税等の軽減が図られ、計画に従った森
林施業が継続された。

＜55＞

－

森林整備・保全指導監督等費 － 森林整備・保全監督等に必要な経費。
141

山林所得に係る森林計画特別控除
［所得税：措法第30条の2］

森林施業計画に基づき山林を伐採又は譲
渡した場合、収入金額の20％又は収入金額
の50％から必要経費を控除した残額のいず
れか低い額を控除

　租税特別措置法第３０条の２による減税。

＜40＞

－
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

196
開発途上国における持続可能な森林経営

を推進するための現地実証活動、アジア、
アフリカなどの難民キャンプ周辺の荒廃森
林地域における森林保全・復旧のための技
術指針の作成、アジアの国際河川流域で公
益的機能を高める森林管理手法の提案、ア
ジアの途上国における森林減少・劣化を防
止するための人材育成研修 衛星画像を用

(

2

)

国
際
的
な
協
調
の
下
で
の
森
林

①
開発途上国における持続可
能な森林経営の推進 政府開発援助国際林業協力事業委託

費
我が国事業者によるＣＤＭ植林の実施を

支援

70 ＣＤＭ植林実施を支援するため、情報収
集・整備、ＣＤＭ理事会で策定される技術ガ
イドラインへの対応指針作成や、国内外の
人材育成に取り組んだ。66

政府開発援助国際林業協力事業費補
助金

開発途上国における持続可能な森林経営
の推進、自然災害等に対処するための森林
施業技術の開発等

収用交換等の場合の譲渡所得等の特
別控除
［所得税・法人税：措法第33条の4、第
65条の2、第68条の73］

収用に係る山林（立木、林地）の譲渡が、
６ヶ月以内にされた場合は、補償金等の額
から5,000万円を特別控除できる

－
租税特別措置法第33条の４に基づく特別

控除

REDD＋に対応するための国内体制の整
備、違法伐採対策等の地球環境問題に対
処するための森林施業技術の開発等

318

シベリア・極東地域において、持続可能な
森林経営に不可欠な「モニタリング・評価・
報告」体制強化に貢献するための現地調
査、情報収集・分析を実施した。

REDDプラスに関する情報収集・分析、
REDDプラスの国内技術拠点を設置し、各
種セミナーや人材育成研修の実施、国際会
議を開催した。

違法伐採対策等のため、世界の森林資源
等の時系列データの精査、現地調査等を実
施し、持続可能な森林経営推進計量モデル
の開発を行った。

317

止するための人材育成研修、衛星画像を用
いた森林減少・劣化の動態の把握を実施し
た。

196

林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
向
け
た
取
組
　

国際林業協力事業費補助金及び森林
計画推進委託費
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

141

国際機関への拠出金のうち
国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）拠出金

ITTOへの資金拠出を通じた持続的森林
経営に基づく木材貿易に関する活動支援

145 違法伐採対策を推進するための途上国政
府職員の法執行能力の向上や地域住民の
持続可能な森林経営への参加のための人
材育成等を実施した。145

国際機関への拠出金のうち
ＦＡＯ拠出金

FAOへの資金拠出を通じた森林・林業分
野の活動支援

50 ＦＡＯへ資金拠出を行い、同機関が森林・
林業分野の活動支援事業実施のための準
備を行った。50

国際林業協力費
国際会議の開催を通じた途上国の技術向

上等を推進

16

世界各地域から森林・林業分野の専門家
を招いて、3月8-10日に国際セミナー「持続
可能な森林経営の挑戦」を東京で開催し、
世界の持続可能な森林経営推進のための
意見交換を実施する。また、当庁職員が
UNFFやFAOなどの国際会議に出席し、各
国出席者との意見交換を通じて我が国の国
際的なプレゼンスの向上に努めた。

12

の
推
進

山崩れ、土石流等による被害の防止・軽減
を図るために保安施設事業を実施した。

森林法（保安林制度）
保安林の指定により、森林の有する水源

かん養、土砂崩壊やその他の災害の防備
等の保安機能の確保を図る

－
森林の有する水源かん養、土砂崩壊やそ

の他の災害の防備等の保安機能の確保を
図るため保安林の指定を行った。

森林法（林地開発許可制度）
保安林以外の民有林における水源のかん

養、災害の防備等に支障を及ぼす開発行
為の適正化を図る

－

森林の有する公益的機能の阻害しないよ
う保安林以外の民有林における水源のかん
養、災害の防備等に支障を及ぼす開発行
為の適正化を図った。

森林整備・保全指導監督等費 －
141

　森林整備・保全監督等に必要な経費。
141

(

3

)

山
地
災
害
等
の
防
止

①
防災上特に緊急性、必要性
の高い集落における周辺の
森林の山地災害防止機能等
の確保

②
海 岸 林 ・ 防 風 林 等 の 延 長
7,300kmの機能を維持

森林法（保安施設地区制度）
保安施設事業の実施により、山崩れ、土石

流等による被害の防止・軽減を図る
－
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

治山事業
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

102,376

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図った。

具体的には、流域全体を見据えた効果的
な森林の再生を図るため、以下の取組を実
施した。
① 渓畔林の整備、危険木除去等の総合的
な流木災害防止対策を推進
② 流域生態系の維持・向上に資する新工
法等の開発、定着を促進88 393

地すべり等防止法
地すべり防止工事の実施により、地すべり

による被害の防止・軽減を図る
－

地すべりによる被害の防止・軽減を図るた
め、地すべり防止工事を実施した。

森林・林業・木材産業分野の研究・技
術開発戦略（うち山地災害等の防止関
連部門）

森林の多様な機能の発揮に関する研究等
を実施することにより、森林・林業・木材産業
に関する研究・技術開発を推進

－

平成19年１月に策定された森林・林業・木
材産業分野の研究・技術開発戦略を踏ま
え、森林総研、都道府県等関係機関との連
携を図りつつ、研究・技術開発を推進した。

農山漁村地域の総合的な整備（47都道府
県）を実施し、防災上特に緊急性、必要性
の高い集落における周辺の森林の山地災
害防止機能等の確保等に寄与した。77,851の内数

農山漁村地域整備交付金

自治体が農山漁村地域ニーズにあった計
画を自ら策定し、農業農村、森林、水産各
分野における公共事業を自由に選択し、総
合的、一体的な整備を支援する。

77,990の内数

山地防災情報の周知、共有化を総合的に
図る対策の推進した。

8,649の内数

保安林等整備管理費
保安林の指定・解除、管理等（国有保安林

関係繰入含む）

553 全国森林計画に基づき計画的な保安林の
指定等を行った。（平成22年度実績値は、
平成23年10月取りまとめ予定。）428

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

山地防災情報の周知、共有化を総合的に
図る対策の推進

8,860の内数

法等の開発、定着を促進
③ 新技術の活用による効率的な崩壊危
険地等の調査手法を開発

88,393
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

保安林の非課税
［不動産取得税：地法73条の4］

保安林に係る不動産取得税については非
課税

－
地方税法第73条の4第3項の規定に基づ

き、保安林の土地を取得した場合における
不動産取得税については非課税とされた。

特別緑地保全地区等内の土地に係る
相続税の延納に伴う利子税の特例
［相続税 措法第 条 ］

保安林の土地に係る相続税の延納に伴う
利子税の特例措置

－
租税特別措置法第70条の9の規定に基づ

き、保安林の土地に係る相続税の延納に伴
う利 税が軽減さ

森林整備・保全指導監督等費 －
141

　森林整備・保全監督等に必要な経費。
141

保安林の非課税
［固定資産税：地法348条の2第7号］

保安林に係る固定資産税については非課
税

－
地方税法第348条第2項第7号の規定に基

づき、保安林に係る土地に対する固定資産
税については非課税とされた。

株式会社日本政策金融公庫資金
保安林の指定により伐採が制限される利

用伐期齢以上の立木の維持に必要な資金
を貸付

貸付計画額
 25,660の内数 　平成22年度実績はなし。

　なお、平成21年度の実績は、１件。
-

森林の多様な機能の発揮に関する研究等
を実施することにより、森林・林業・木材産業
に関する研究・技術開発を推進

－

平成19年１月に策定された森林・林業・木
材産業分野の研究・技術開発戦略を踏ま
え、森林総研、都道府県等関係機関との連
携を図りつつ、研究・技術開発を推進した。

森林病害虫等被害対策

特定土地区画整理事業等のために土
地等を譲渡した場合の譲渡所得の特
別控除
［所得税・法人税：措法第34条、第65条
の3、第68条の74］

特定土地区画整理事業等のために土地
等を譲渡した場合、2000万円を控除した残
額について課税

－

租税特別措置法第34条、第65条の3及び
第68条の74の規定に基づき、保安施設事
業のために保安林等に係る土地を譲渡した
際、譲渡所得の特別控除がなされた。

森林・林業・木材産業分野の研究・技
術開発戦略（うち森林病害虫等の被害
の防止関連部門）

(

4

)

森
林
病
害
虫
等
の
被
害
　

①
保全すべき松林の被害率を
全国的に１％未満の「微害」
に抑制

②
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

森林病害虫等防除法
森林病害虫等防除法に基づく各種防除措

置等の実施
－

本法に基づき、47都道府県において、森
林の保全を図るため松くい虫被害対策をは
じめとした森林病害虫等の防除を実施した。

松くい虫をはじめとした森林病害虫の防除
等

932 平成22年度における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
都府県の割合は、71％である。852

［相続税：措法第70条の9］
利子税の特例措置

う利子税が軽減された。
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

森林整備・保全監督等に必要な経費。森林整備・保全指導監督等費 －
141

松くい虫をはじめとした森林病害虫の防除
等

9 平成22年度における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
都府県の割合は、71％である。9

8,649の内数

森林病害虫等防除調査等委託費

森林・林業・木材産業づくり交付金のう
ち
森林資源の保護

地域生活に密着した松林について、地域
一体となった松林保全体制の整備等を実施
松くい虫被害の発生しにくい森林環境の整
備を図るための、林内環境の改善、被害発
生源管理等を実施

8,860の内数
平成22年度における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
都府県の割合は、71％である。

鳥獣被害防止総合対策交付金
（再掲：政策分野１１）

　市町村が作成する被害防止計画に基づい
て行う地域ぐるみの被害防止活動や侵入防
止柵の整備等の鳥獣被害対策を支援

2,639の内数 鳥獣被害防止のために、全国５８１の地域
協議会等における捕獲機材の導入、犬を活
用した追い払い、侵入防止柵の整備等の取
組を支援した。2,277の内数

の
防
止

(

5

)

国
民
参
加
の
森

（
も
り

）
づ
く
り

①
森林（もり）づくり活動への年
間延べ参加者数の増加

森林整備 保全監督等に必要な経費。
141

12

森林づくり国民運動推進事業費補助
金

緑化行事の開催、幅広い層による森林づ
くり活動、企業等に対する森林づくり活動へ
の働きかけ等への支援により国内の森林整
備を国民運動として推進

121

森林整備 保全指導監督等費

森林整備・保全調査等委託費

優れた自然景観を有する高尾山におい
て、多様な主体の参加のもと、協働型の「安
心・快適な高尾山」の森林利用に係る基本
方針の策定や森林環境教育プログラム開発
を実施

13 多様な主体の参画による高尾山の森林利
用に関する基本方針の検討及び森林環境
教育プログラム開発のための基礎調査を実
施した。

神奈川県での全国植樹祭や群馬県での
全国育樹祭の開催、ボランティア団体等が
行う森林づくり活動、森林づくり活動に関心
のある企業と森林所有者とをコーディネート
する中間支援組織の活動、身近な緑化技術
の開発・普及等への支援を行い、 緑化等に
対する国民の理解を促進し多様な主体によ
る森林整備を推進した。

121
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

　
と
森
林
の
多
様
な
利
用
の
推
進

レクリエ シ ンの森において 森林環境

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

企業やボランティア団体等の森林づくりへ
の支援、学校林における歩道等の環境整備

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

8,860の内数
企業やボランティア団体等の森林づくりへ

の支援や森林環境教育の推進のための施
設整備等を実施した。

森林ボランティア活動への延べ参加者数
（平成22年度の実績は平成23年10月下旬
取りまとめ予定。）

8,649の内数

森林総合利用推進事業

里山林の整備と里山資源の活用等を組み
合わせて、自立・継続的に実施できる地域
の取組を実証・確立し、全国的に取組の拡
大を推進

50
里山林再生マニュアルの作成と普及によ

り、自立・継続的な里山の再生に向けて、３
つの実践地域において、里山資源の利活
用等による再生地域指針案を作成した。

50

森林整備・保全指導監督等費 －

141

　森林整備・保全監督等に必要な経費。

141

国有林野事業の事業実施に必要な経
費のうち森林空間総合利用事業

国有林野の総合利用、国民に対する情報
提供、 国民参加の森林保全活動等の推進

9,330の内数

レクリエーションの森において、森林環境
整備を実施するとともに、利用者に対する情
報提供を行った。

また、国有林と教育関係機関等との連携
による森林環境教育を実施し、ボランティア
団体等による森林づくりの場である「ふれあ
いの森」、森林環境教育の場である「遊々の
森」の設定を推進し、国民参加の森林づくり
の場を広く提供した。
レクリェーションの森の利用者数：116百万人

8,808の内数
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目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策

290

平成19年１月に策定された森林・林業・木
材産業分野の研究・技術開発戦略を踏ま
え、森林総研、都道府県等関係機関との連
携を図りつつ、研究・技術開発を推進した。

森林整備・保全費補助金のうち
山村再生総合対策事業費

山村特有の資源を活用した新たなビジネ
スモデルの確立に向け、NPO等多様な主体
が実施する自主的な取組を推進

177 森林資源等の山村特有の資源を活用した
新たなビジネスモデルの創出に向けた28プ
ランについて、プランの作成、試行及び評価
を支援した。177

森林整備・保全費補助金のうち
社会的協働による山村再生対策構築
事業

森林資源の利用によるCO2排出削減量の
取引、森林の教育・健康機能の活用等、山
村における新たな付加価値の創造や都市
の企業等とのマッチングを支援

290

(

6

)

山
村
地
域
の
活
性
化

①
新規定住者数及び交流人口
の維持向上等山村地域の活
性化

森林・林業・木材産業分野の研究・技
術開発戦略（うち山村地域活性化関連
部門）

森林の多様な機能の発揮に関する研究等
を実施することにより、森林・林業・木材産業
に関する研究・技術開発を推進

－

山村と都市の企業等との協働により新たに
森林資源を活用する取組として、森林資源
を利用したクレジット化、森林の教育・健康
機能を活用した交流等について、計191件
を支援した。

　森林整備・保全監督等に必要な経費。
141

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

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

31,579の内数 平成22年度に142計画を決定し、また、平
成21年度までに決定した継続中の559計画
との合計701計画において、計画主体が自
ら定めた活性化計画等の目標達成に向け
て、計画的かつ効果的に事業を実施した。29,662の内数

森林整備・保全指導監督等費 －
141
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