
林業・木材産業等振興調査等委託費
のうち
森林資源活用型ニュービジネス創造対
策事業費

林地残材や間伐材等、未利用森林資源
活用のための、エネルギーやマテリアル利
用に向けた製造システムの構築

林地残材や間伐材等、未利用森林資源
活用のため、バイオ燃料やナノカーボン等
の製造システムを構築するための実証を
行った。

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。

310

310

(

1

)

木
材
産
業
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の
健
全
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用
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同法の規定に基づき、「公共建築物にお
ける木材の利用の促進に関する基本方針」
を公表。 また、あらゆる機会を通じ地方公共
団体等への説明会を開催するなど法律の周
知・徹底を行った。さらに、関係省庁連絡会
議や副大臣会議等において、各省各庁に
積極的に公共建築物等への積極的な木材
利用を要請。

木材の安定供給の確保に関する特別
措置法

木材の生産の安定及び流通の円滑化を
図るため、木材安定供給確保事業計画、木
材安定供給確保支援法人による支援等特
別な措置を講ずることにより、木材の安定供
給の確保を図る

木材安定供給確保支援法人が本法律に
基づき、指定地域内において、木材の安定
供給の確保についての研修・指導を行っ
た。

①
国産材の供給・利用量の拡
大

－

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

公共建築物等における木材の利用の
促進に関する法律

木材の利用の確保を通じた林業の持続的
かつ健全な発展を図り、森林の適正な整備
及び木材の自給率の向上に寄与するため、
農林水産大臣及び国土交通大臣が策定す
る公共建築物における国内で生産された木
材その他の木材の利用の促進に関する基
本方針について定めるとともに、公共建築
物の建築に用いる木材を円滑に供給するた
めの体制を整備する等の措置を講ずる

－

森林・林業・木材産業分野の研究・技
術開発戦略（うち木材関連部門）

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22年度に実施した政策（政策手段シート）

政策分野名 14．林産物の供給及び利用の確保

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

 14手段－1



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 目標

・間伐を促進しつつ木質バイオマスを安定
的に供給するモデル構築事業を、全国9事
業体で実施。

・国産材の安定供給を確保するため、国内
外の木材市場情報の収集・分析及び林業・
木材産業関係者等への情報提供を実施。

林業・木材産業等振興事業費補助金
のうち
持続可能な開発対策事業費

・消費者や企業の実需が地域材に結びつく
よう、「木づかい運動」、「木育」、「見える化」
等を推進
・合法性等が証明された木材・木材製品の
円滑な供給が可能となるよう業界団体による
自主的取組を支援
・違法伐採対策として木材生産国（ｲﾝﾄﾞﾈｼ
ｱ）において木材トレーサビリティ技術の現地
実証を実施

314

・木材製品メーカーとユーザー企業とのマッ
チングフェアを２回、地方での木育活動を３
回開催したほか、ＣＦＰ試行制度において木
材関連ＰＣＲが２件認定されるなど、地域材
の実需拡大に結びつく活動を実施。
・実証していた木材追跡システムがインドネ
シアで実用可能な状況。
・木材の合法性証明に取り組む事業体数が
21年度末に比較して増加（7661→8114）

木材産業等振興事業費補助金のうち
木材安定供給体制整備事業費

・生産・加工・流通の合理化を図る設備導入
等に対する支援
・民間団体が行う木材利用の推進に関する
技術開発及び普及啓発等に対する支援
・地域の安定した木材需給に向けた国内外
の関係情報の収集等に対する支援
・間伐を促進しつつ木質バイオマスを安定
的に供給するモデルの構築
・製紙用間伐材チップの安定供給体制づく
り等に対する支援
・中小製材工場と中核工場との連携体制の
確立等に対する支援

2,894

3,272

・品質・性能の確かな木材製品を低コストで
安定的に供給するため、製材工場等におけ
る木材乾燥設備導入などについて、導入等
のための借入金に対する利子助成を3件、
リースにより導入する場合のリース料に対す
る助成を11件実施した。

・中小製材工場と中核工場との水平連携の
ための構想策定は６地域、生産品目等を転
換するための技術指導、製品試験について
は３者が実施。

・全国７地域において、関係者の連携による
間伐材チップの安定供給体制を構築した。

・地域材の新しい市場を開拓し、供給を拡
大するため、地域材を使ったマンションの内
装材等について35件の開発支援を行った。

300
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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 目標

農林漁業信用基金出資金のうち
木材産業等高度化推進資金

木材の生産又は流通を担う事業者が行う
事業の合理化及び林業者が行う林業経営
の改善を推進するのに必要な資金を低利で
融通する措置

融資枠
126,800 事業合理化を推進するために必要な資金

を低利で融通する措置を行った。
(参考)平成21年度実績
　貸付件数：1,554件、
　貸付額：401億円－

林業・木材産業改善資金
林業・木材産業経営の改善及び林業従事

者の福祉向上等のための中・短期の無利子
資金の貸付

貸付枠
10,000

林業者・木材産業者等が経営改善等のた
めに行う新たな事業の開始、生産・販売方
式の導入等の先駆的取組等に対し、都道府
県から貸付けを行った。

平成22年度貸付件数：163件
平成22年度末貸付残高：90億円

－

農林漁業信用基金の業務運営が円滑に
実施された。

（参考）平成 22年度実績
　保証件数： 1,731件
　保証引受額：44,885百万円428

林業信用保証事業交付金
農林漁業信用基金の林業信用保証事業

の円滑な実施

428
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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 目標

木材産業等振興対策事業指導監督費 －

17
木材産業等振興対策事業指導監督に必

要な経費
17

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

姉妹都市等の提携等を行っている相手方
の地域材を活用した公共施設及び条例等
に基づき森林整備のための上下流連携に
取り組んでいる上流域の木造公共施設の整
備等を推進

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

森林・林業・木材産業づくり交付金のう
ち
木材利用及び木材産業体制の整備推
進

・木材加工流通施設、木造公共施設、木質
バイオマス利用施設等の整備

・川上川下の連携の構築等

8,860の内数

19地域において乾燥施設、集成加工装置
の整備等を実施した。

１地域において、水平連携の中核となる工
場の乾燥施設を整備した。

２地域において、製紙用間伐材チップの
製造に必要な林業機械及び剥皮施設を整
備した。

8,860の内数

国有林野の林産物の生産及び販売事
業に必要な経費

　素材（丸太）の生産・販売等

5,398
管理経営基本計画に即して素材の生産及

び販売を実施した。
（参考）
販売数量：198万㎥

4,536
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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 目標

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

－
本特例措置により、収用等に伴う、代替資

産の取得等に関して負担の軽減となった。

集積区域における集積産業用資産の
特別償却（木材・木製品製造業）
［所得税・法人税：措法第11条の5、第
44条の2、第68条の20］

機械・装置は取得価格の15％（構築物は
8％）の特別償却

－
本特例措置により、「企業立地計画」に基

づく新規企業立地を行った際の設備導入に
おいて負担軽減となった。

特定の贈与者から住宅取得等資金の
贈与を受けた場合の相続時精算課税
の贈与税の特例
［贈与税：措法第70条の3、第70条の3
の2］

住宅取得等のための金銭の贈与を受けた
際に、通常の相続時精算課税制度の非課
税枠2,500万円に1,000万円を上乗せすると
ともに、65歳未満の者からの贈与についても
相続時精算課税制度の適用対象とする

－
本特例措置により、木造住宅を含む住宅

の取得又は増改築の負担の軽減となった。

新築住宅を取得した場合の固定資産
税の減額
［固定資産税・都市計画税：地法附則
第15条の6］

一定の要件に該当する新築住宅に対する
固定資産税の減額（3年間1/2減額）

－
本固定資産税の特例措置により、木造住

宅を含む住宅購入等に際し負担の軽減と
なった。

信用保証協会等が受ける抵当権の設
定登記等の税率の軽減
［登録免許税：措法第78条の3第2項］

農林漁業信用基金の信用保証に係る債
権を担保するために受ける抵当権の設定登
録等についての税率の軽減
（ 4/1,000→ 1.5/1,000）

－
平成22年度実績
　件数：14件
　減税額：1,536千円

住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除
［所得税：措法第41条、第41条の2］

個人が、一定の住宅取得又は増改築等を
行い、自己の居住の用に供した場合、当初
10年間、入居年及び年末の住宅ローン残高
から計算した一定の額を所得税から控除

－
本住宅ローン減税制度により木造住宅を

含む住宅購入等に際し負担の軽減となっ
た。
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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 目標

特定の事業用資産の買換え・交換の
場合の課税の特例措置
［所得税・法人税：措法第37条、第37条
の4、第65条の7、第65条の8、第65条
の9、第68条の78、第68条の79、第68
条の80］

収入金額が取得価額以下の場合には、収
入金額の80％に相当する金額を超える部分
に課税

収入金額が取得価額を超える場合には、
取得価額の80%に相当する金額を超える部
分に課税

－
本特例措置により、林業用の土地、建物、

構築物等の買換え、又は交換した場合の負
担の軽減となった。

収用等に伴い特別勘定を設けた場合
の課税の特例
［所得税：措法第64条の2、第68条の
71］

収用等があった事業年度では代替資産の
取得がなく、翌期以降指定期間内に補償金
等をもって代替資産の取得をする見込みで
あるときは、その譲渡益の範囲内で特別勘
定として繰り越すことができる

－
本特例措置により、収用、買取り又は交換

により、林業用の土地又はその土地の建物
の取得に関して負担の軽減となった。

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

－
本特例措置により、保証金等で山林を取

得する場合の負担の軽減となった。

エネルギー需給構造改革推進設備を
取得した場合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2、第
42条の5、第68条の10］

取得価格の30％の特別償却又は7％の税
額控除
　取得価格の100％の特別償却（即時償却）

－
本特例措置により、新エネルギー導入に

資する設備の導入に際し、負担軽減となっ
た。

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］

交換処分等に伴い資産を取得した場
合の課税の特例
［所得税・法人税：措法第33条の2］

交換取得資産の帳簿価額を損金経理によ
り減額したときは、その減額した金額に相当
する金額を、当該事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入することができる

－
本特例措置により、交換処分等に伴い資

産を取得する場合の負担の軽減となった。
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