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政策分野名 13．林業の持続的かつ健全な発展

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 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

林業経営基盤の強化等の促進のため
の資金の融通等に関する暫定措置法

・都道府県知事による林業経営改善計画の
認定
・都道府県知事による合理化計画の認定
・森林の所有権の移転や施業等のあっせん
等

－

森林法（普及指導事業制度）

都道府県に林業普及指導員を置き、森林
所有者等に対し、林業に関する技術及び知
識の普及と森林施業に関する指導等を行う
事業

①
効率的かつ安定的な林業経
営を担い得る林業経営体・
事業体による事業量のシェア
の増加

②
効率的かつ安定的な林業経
営を担い得る林業経営体・
事業対数の増加

－

森林組合法

都道府県知事に認定された林業経営改善
計画、合理化計画の認定者等に必要な支
援を行った。
○林業経営改善計画の新規認定者数
H22：4件

入会林野等に係る権利関係の近代化
の助長に関する法律

入会林野又は旧慣使用林野である土地に
係る権利関係の近代化を助長し、農林業上
の利用の増進を図る

農林業経営の健全な発展のため、入会林
野近代化法に基づき、入会林野等に係る権
利を消滅させ、所有権等への明確化を行っ
た。

－

－

森林所有者の協同組織の発展を促進し、
森林所有者の経済的社会的地位の向上並
びに森林の保続培養及び森林生産力の増
進を図る

－

本法に基づき、森林所有者の経済的社会
的地位の向上並びに森林の保続培養及び
森林生産力の増進を図るため、組合に対し
て、その行う事業を通じ森林の施業、経営な
ど森林の適正な管理のための事業、総会の
開催、定款など管理運営に係る業務に対す
る指導、助言を実施した。

林業普及指導事業を通じて、森林所有者
等に対し林業に関する技術及び知識の普
及を行った。

林業・木材産業改善資金助成法
林業・木材産業改善資金の貸付けにより、

林業及び木材産業の健全な発展等を一体
的に推進

本法に基づき、47都道府県において、林
業及び木材産業の健全な発展等を一体的
に推進するため、林業・木材産業改善資金
の貸付事業を実施した。
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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 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

林業労働力の確保の促進に関する法
律

・国による林業労働力の確保の促進に関す
る基本方針の策定
・都道府県による林業労働力の確保の促進
に関する基本計画の策定
・都道府県知事による「雇用管理の改善及
び事業の合理化を一体的に図るために必
要な措置についての計画」の認定等

－

　林業労働力の確保に関する政策の基本的
な方向等を明らかにするため、平成８年に国
の基本方針を定め、平成22年3月に変更し
た。
また、全都道府県において基本計画が策定
された。
○各年度末現在における改善計画の認定
実績
H20：1,702事業主
H21：1,809事業主
H22：H23年10月下旬に取りまとめ予定。

森林国営保険法
森林国営保険法に基づく森林国営保険の

適切な運用を通じた災害による損失の合理
的な補てんを行う

－
本法に基づき、平成22年度において、森

林の災害に対し、損失補てんを行った。
H22てん補件数：2,419件

森林・林業・木材産業分野の研究・技
術開発戦略（うち林業経営関連部門）

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。

林業振興調査等委託費のうち
森林整備効率化支援機械開発事業費

多様な形態の森林整備や低コストの作業
システムに対応し得るような高性能林業機
械等の開発・改良

221 ホイールタイプフォワーダ及び大径木対応
型スイングヤーダの開発・改良、木質バイオ
マス収集運搬システムの開発、大規模利用
技術の開発及び高性能林業機械の損料計
算書作成のための調査を実施した。215
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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 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

林業振興事業費補助金のうち
木材供給構造改革総合対策事業費、
緑の雇用担い手育成対策事業費、林
業担い手育成確保対策事業費

・新規林業就業者の確保・育成
・林業就業者のキャリア形成支援
・労働安全衛生対策の推進

・施業等の集約化の推進により経営規模の
拡大に取り組む林業事業体等の育成・確保

4,393 ・新規就業者の確保・育成を図るため、緑の
雇用担い手対策事業により、森林整備の担
い手として必要な基本的な技術等を習得さ
せる研修等を実施した。
○研修生の定着率（３ヶ年平均）
H20：75％
H21：77％
H22：23年10月下旬に取りまとめ予定。
○緑の雇用による新規就業者数
H20：1,150人
H21：1,549人
H22：23年10月下旬に取りまとめ予定。
・林業就業者のキャリアアップを図るため、
現場管理等に必要な高度な技術等を修得
させる研修を実施した。
H22：151人

4,303

・伐採可能な立木の情報データベースを整
備し、素材生産事業者に公開。

・コンサルタント会社等の民間活力を利用し
つつ、産業構造、労働力需給など社会経済
的観点も勘案した地域材供給システムのプ
ランニング、進行管理、分析・評価などを実
施。

・森林施業や素材生産・流通の抜本的なコ
ストダウンに資する施業技術等や事業手法
の試行的実施を図る取組を支援。

・施業集約化・供給情報集積事業により、森
林組合等林業事業体が森林所有者に対し
て、施業内容、収支等を明らかにして行う提
案型施業の普及・定着化を推進した。
○私有林の長期経営・施業受託を行ってい
る森林組合数
H19：383組合
H20：403組合
H21：416組合
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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 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

・大規模集約化と大ロットの安定供給の取組
を支援し、林業経営モデルを構築・提示。
○参加事業体等
H20：5事業体
H21:2事業体
H22:22事業体

・林業の労働災害を防止するため、林業作
業で使われる安全で使いやすい器具等の
開発・改良を行った。
○器具等の開発･改良実績
H21：3件
（かかり木処理装置・器具１件、作業合図等
意思疎通用の器具・装置１件、高性能林業
機械等安全装置１件）
H22：3件
（チェーンソー、刈払機に対する防護用品２
件、かかり木処理装置・器具１件）

・高性能林業機械のリースによる導入支援
等を実施した。
○導入台数
H20:62台
H21:60台
H22:78台

・先進林業機械の更なる改良のためのデー
タ分析のための手法の検討及び先進林業
機械の普及、啓発のためのシンポジウム（東
京）とブロックシンポジウム（京都）を開催し
た。
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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 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

林業振興等事業費補助金のうち
特用林産物消費・流通総合支援対策
事業費

・特用林産物の需要拡大を図るため、加工
業務分野に対応したしいたけの安定供給体
制のあり方の検討等を実施

71
加工業務分野に対応したしいたけの安定

供給体制のあり方の検討等の特用林産物
の需要拡大を図るための取組を実施した。
○きのこ類の生産量
H20：45.1万トン
H21：46.0万トン
H22：23年10月中旬取りまとめ予定71

林業振興等事業費補助金のうち
吸収源対策森林施業推進活動緊急支
援事業費、林業経営者育成確保事業
費

林業後継者の育成・確保を図るための活
動等の推進

188
林業研究グループの地域活動に対する支

援等を行った。
○活動対象人数
H20：16,255人
H21：16,674人
H22：16,803人

182

林業就業促進資金造成費補助金
新たに林業に就業しようとする者及び都道

府県の認定事業主に対する資金の貸付

5 林業労働力確保支援センターにおいて林
業就業促進資金の貸付を実施した。
○林業就業促進資金貸付額
H20：32百万円（52件）
H21：46百万円（62件）
H22：H23年10月下旬取りまとめ予定5

林業普及指導事業交付金
森林法第195条第1項に基づく、都道府県

に対する林業普及指導事業交付金の交付

520 林業普及指導事業を通じて、森林所有者
等に対し林業に関する技術及び知識の普
及を行った。
H21活動時間2,140,350時間
H22活動時間2,265,376時間520
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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 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

森林・林業・木材産業づくり交付金のう
ち
望ましい林業構造の確立
（再掲：政策分野12）

作業道の整備と高性能林業機械の導入な
ど林業の生産性の向上に資する施設整備
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

森林・林業・木材産業づくり交付金のう
ち
市町村直接交付モデル整備
（再掲：政策分野12）

8,860の内数
川上・川下の連携強化を図る木材の安定

供給及び間伐の推進を図るとともに地域の
ニーズに機動的に対応するため、市町村直
接交付モデル整備を実施した。
H20：11百万円
H21：該当無し
H22：60百万円

8,649の内数

森林・林業・木材産業づくり交付金のう
ち
林業担い手等の育成確保
（再掲：政策分野12）

・リーダーとなる林業就業者の育成
・労働安全衛生対策の推進

8,860の内数

林業担い手等就業者の確保・育成を図る
ため、リーダーとなる林業就業者の養成、安
全指導専門家の養成を行った。
○リーダー養成研修受講者数
H20：772人
H21：772人
H22：665人
○安全管理指導専門家の養成
H20：20人
H21：19人
H22：19人

8,649の内数

森林・林業・木材産業づくり交付金のう
ち
特用林産の振興
（再掲：政策分野12）

特用林産物の生産基盤の高度化、作業の
省力化、品質の安定化、販売体制の多様化
等に資する施設整備

8,860の内数
地域の特性に応じた生産・供給体制を確

立するため、きのこ生産施設等を整備した。
○きのこ類の生産量
H20：45.1万トン
H21：46.0万トン
H22：23年10月中旬取りまとめ予定

8,649の内数
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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 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

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

地域資源である森林空間を総合的に利用
し、都市との交流を促進することにより、森
林・林業に対する理解を深め、もって林業者
の就業・所得機会の向上に資する施設等の
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。29,662の内数

株式会社日本政策金融公庫補給金
（農林水産業者向け業務補給金）

長期・低利資金の融通に伴って生ずる政
策コスト（調達金利と貸付金利との金利差
等）を補てんすることにより、公庫資金の円
滑な融通を確保

22,018
農業者向け長期・低利資金の貸付け等を

行うのに必要な経費に対し、利子補給を実
施した。

19,172

株式会社日本政策金融公庫補助金

株式会社日本政策金融公庫に対し、民間
金融機関の危機対応業務を円滑に行い得
るよう、危機対応円滑化業務に必要な経費
を補助

54 平成22年度においては、9件の事案につ
いて危機の認定を行い、株式会社日本政策
金融公庫の危機対応円滑化業務に必要な
経費を補助した。42

株式会社日本政策金融公庫補給金
（危機対応円滑化業務利子補給金）

株式会社日本政策金融公庫に対し、危機
の際の資金融通の円滑化を支援するため、
利子補給に要する経費を措置

1
平成22年度においては、9件の事案につ

いて危機の認定を行った。
（平成22年度の利子補給実績は、なし。）

0

株式会社日本政策金融公庫出資金

担い手を育成確保するため担い手が必要
とする運転資金を民間金融機関から円滑に
供給するために行う証券化支援業務、及び
大規模な災害等による被害に対処するため
に必要な金融が民間金融機関から迅速か
つ円滑になされるように行う危機対応円滑
化業務（損害担保）に要する資金の出資

136

大規模な災害等に対応するため、危機対
応円滑化業務を行う株式会社日本政策金
融公庫に対し、出資した。

136
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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 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

株式会社日本政策金融公庫資金
林業の生産力の維持増進に必要な長期

かつ低利な資金の貸付

貸付計画額
25,660の内数

　造林等に必要な資金の貸付けを行った。
平成22年度の実績は、351件。

－

森林保険特別会計
森林保険費等歳出費

森林所有者等からの保険料によって運営
されている森林国営保険において、被災し
た契約森林に対して保険金等を支払う

2,276 本法に基づき、平成22年度において、森
林の災害に対し、損失補てんを行った。
執行率が50%未満の理由は、保険事故が

少なかったため。729

林業振興対策事業指導監督費 －
34

林業振興対策事業指導監督に必要な経
費

34

農地保有の合理化等のために農地等
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条の3、第
65条の5、第68条の76］

・森林組合等のあっせんにより林地保有の
合理化のための土地を譲渡した場合の特例
控除
・林業経営基盤強化法に基づき知事のあっ
せんにより林地を譲渡した場合の特別控除

－

森林組合等のあっせんによる林地保有の
合理化のための土地の譲渡に対し、特別控
除を適用。
H20：98件、減税額29百万円
H21：79件、減税額22百万円
H22：97件、減税額26百万円

中小企業者が機械等を取得した場合
等の特別償却又は税額の特別控除
［所得税・法人税：措法第10条の3、第
42条の6、第68条の11］

取得価格の30％の特別償却又は7％の税
額控除（税額控除については資本等の金額
が3千万円以下の中小企業者等に限る。）

－

森林組合等が機械等を取得した場合等に
特別償却又は特別控除を適用。
H20：41件、減税額36百万円
H21：79件、減税額102百万円
H22：52件、減税額101百万円

山林所得の概算経費控除
［所得税：措法第30条］

山林所得の金額の計算上、収入金額から
控除すべき必要経費は、立木収入（収入金
額-伐採費・譲渡に要した費用）に100分の
50を乗じた金額とすることができる

－
山林所得の金額の計算において、簡便な

方法により必要経費が算出された。
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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 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

　合併により設立した森林組合数
H20：16組合、減税額25百万円
H21：9組合、減税額16百万円
H22：8組合、減税額14百万円。

相続又は遺贈により取得した森林施業計
画対象山林について、引き続き森林施業計
画に基づき施業を行う場合、相続税の課税
価格に算入すべき価額は当該森林施業計
画対象山林の価額に100分の95を乗じた金
額とする

－
森林施業計画対象森林の相続時の税負

担が軽減され、計画に従った森林施業が継
続された。

中小企業等の貸倒引当金の特例
［法人税：措法第57条の10、第68条の
59］

貸倒引当金の繰越限度額を法定繰入額
の16％増しとすることができる

－

森林組合等の貸倒引当金の繰入限度額
について、特例を適用。
H20：615件、減税額20百万円
H21：602件、減税額27百万円
H22：559件、減税額25百万円

農林中央金庫等の合併に係る課税の
特例
［法人税：措法第68条の2］

農協等が一定の要件を満たした合併を行
う場合には適格合併とする

－

保険会社等の異常危険準備金
［相続税：措法第57条の5、第68条の
55］

保険会社又は共済事業を行う協同組合が
積み立てる異常危険準備金を損金に算入
できる。

－
全国森林組合連合会において森林災害

共済にかかる事業を停止しているため実績
はない。

入会林野等に係る権利関係の近代化
の助長に関する法律の規定に基づき
土地を取得した場合の減額
［不動産取得税：地法附則第11条の4
第3項］

入会林野整備計画等の対象の土地(20ha
以上)を取得し3年以上計画に適合する利用
をしたときは、所定の算式による金額を控除

－

　入会林野等に係る権利関係の近代化の助
長に関する法律の規定に基づく不動産取得
税の減額措置により、入会林野等の整備が
促進され、権利関係の近代化が図られた。

特定事業用資産についての相続税の
課税価格の計算の特例
［相続税：措法第69条の5］
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