
政策評価結果書の要旨

【政策分野】

森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮

【政策分野全体の目指す姿】

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。

【目標ごとの達成状況と要因の分析・改善の考え方】
重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（１）
国土の保全や水源のかん養といっ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、森林によ
るCO２の吸収量3.9%の達成に向けて、間伐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
目標値：100％（H17年度） 実績値：104％（見込値） 達成状況：104% 達成ランク：Ａ

要因の分 (1) 間伐の推進に加え、重視すべき機能に応じて、多様 ○(ｱ)水土保全機能、(ｲ)森林の多様性、

析・改善 で健全な森林づくりを進めることが必要であり、これ (ｳ) 森林資源の循環利用の各指標の達

の考え方 らを実施するための条件整備が課題となっている。 成率の平均

地球温暖化防止のための森林吸収源については、京
都議定書における目標達成に向け、森林整備を一層推
進することが重要である。

(2) 「間伐等推進３カ年対策」や「広葉樹林化促進対策」
などに取り組むとともに、川上と川下を一体となって
整備し、林業の再生を図る「新生産システム」の構築
等を図り、間伐が適切に実施されずに放置されている
森林の解消や長伐期施業、複層林施業への誘導等を計
画的に進める。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（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
目標値：100％（H17年度） 実績値：90% 達成状況：90% 達成ランク：Ａ
要因の分 (1) 違法伐採対策をはじめとした、持続可能な森林経営を推進するための取り組みを今後とも
析・改善 進めていくことが重要である。
の考え方 (2) 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森林の整備・保全を進める必要

がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）
国土保全の観点から、山地災害のおそれがある約13万6千集落のうち、緊急性の高い集落について保全対

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
目標値：49.6千集落（H17年度） 実績値：49.6千集落 達成状況：100% 達成ランク：Ａ

要因の分 (1) 平成17年においても台風や集中豪雨等により依然と ○周辺の森林の山地災害防止機能等が

析・改善 して山地災害が発生している状況にあり、流域特性等 確保された集落の数

の考え方 に応じたより効果的な治山対策を推進していくことが
重要である。

(2) 国有林と民有林を通じた総合的な流域保全対策や治
山事業と砂防事業の連携による一体的かつ集中的な防
災対策などにより、多様な防災対策を推進し国土の保
全を図っていく必要がある。

87

104

0

20

40

60

80

100

120

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

実績値

目標値

％

49 . 6

4 8 . 9
4 8

4 8 . 8

5 0 . 4

5 1 . 2

4 9 . 6

5 2 . 0

4 5

4 6

4 7

4 8

4 9

5 0

5 1

5 2

5 3

1 5年 度 1 6年度 1 7年度 18年度 19年度 2 0年度

実績値
目標値

千集落



重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（４）

森林病害虫等による被害で最も深刻な松くい虫の被害を全国的に被害率１％未満の「微害」レベルにする。

目標④：森林病害虫等の被害の防止
目標値：100％（H17年度） 実績値：67％（見込値） 達成状況：67% 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1) 全体としては、松くい虫による被害量は減少傾向にあるものの、東北地方など寒冷な地域
析・改善 等において被害が拡大していること等から、地域の実情に応じた防除対策等を図っていくこ
の考え方 とが重要である。

(2) 松くい虫被害の終息化を着実に推進するため、総合的かつ適確な防除及び現地の状況に応
じた計画的な防除対策の確立が必要である。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（５）
森林の整備・保全を社会全体で支えるという国民意識をさらに高めるために、国民が自発的に森林づくり
に参加できるよう、森林ボランティア団体を増加させる。

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
目標値：1,455団体（H17年度） 実績値：1451団体 達成状況:99.7% 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1) 森林ボランティア団体の増加に加え、企業による社会貢献活動の一環として森林づくり活
析・改善 動を進めることが重要となっている。
の考え方 (2) 今後とも、引き続き森林ボランティア活動への支援、企業の森林づくり活動への参加等を

推進していくことが重要である。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（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
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、交流人口等の維持・向上を基本

にしつつ全国的な視点から総合的に有効性の判断をする。

指標(1) 新規定住者、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を満たす市町村の割合の前年比 53%

指標(2) 森林資源を積極的に利用している流域の数 17流域（見込値）

指標(3) 山村地域の住民を対象に、用排水施設などの生活環境の整備を行った時の受益者数 36万人（見込値）

達成状況： 指標(1)の割合は、53％にとどまっているものの、指標(2)、指標(3)が進展していることから
総合的には一定の有効性は認められると考える。

要因の分 (1) 山村地域での新規定住者数、地域物産等の販売額は低位であることから、新たな産業の創

析・改善 出や都市と山村の共生・対流を促進することによって、定住者を確保し山村地域の活性化を
の考え方 図ることが必要である。

(2) 引き続き居住環境の整備や都市との交流基盤施設、地域の活動基盤施設等の整備を推進す
るとともに、新たビジネス（森業・山業）の創出により、山村地域住民の所得向上を図るこ
とや意欲的で先導的な取組を支援するなどの改善を図っていく。

【政策分野の総合的な評価】

・ 森林の適切な整備・保全により、地球温暖化防止等の森林の有する多面的機能の発揮を図るためには、
森林の整備の推進、森林の保全の確保等が重要である。
・ このような中、地球温暖化防止のための森林吸収源については、現状程度の水準で森林整備量が推移し
た場合、確保できる吸収量は目標を大幅に下回ると見込まれているため、森林整備を一層推進することが
重要である。
・ また、山地災害等の防止についても、効果的な治山対策を推進していくことが重要であるとともに、効
率的な松くい虫防除対策の実施、山村地域の活性化のための居住環境の整備等が重要である。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/12_1.pdf

担当：林野庁林政部企画課 ℡（代表）０３－３５０２－８１１１（内線６０９６、６０９７）
（直通）０３－３５９３－６１１５
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政策評価結果書

平成１８年３月３１日
（最終改訂同年７月７日）

実績評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮

政策分野主管課 政策分野主管課：林野庁企画課
及び関係課 関 係 課：林野庁林政課、経営課、木材課、計画課、整備課、

研究・保全課、治山課、経営企画課、業務課

政策分野の全体 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
の目指す姿 の発揮を図る。

重点的に取り組むべき課題（課 目 標 判断に用いる指標
題ごとに目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

１．国土の保全や水源のかん養と ①重視すべき機能に応じた森林整備の計画的 事業実施都道府県等

いった森林の有する多面的機能 な推進 からの実績報告

を持続的に発揮させるととも

に、森林によるCO２の吸収量3.9 指 標：次の指標を満たす割合 各指標の達成率の平

%の達成に向けて、間伐や針広 均値で達成度を把握

混交林化等による多様で健全な する。

森林の整備を計画的に推進す

る。 (ｱ)水土保全機能

育成途中にある水土保全林（土壌の 年度末時点の間伐面

保持や保水機能を重視する森林）のう 積等を集計

ち、機能が良好に保たれている森林の

割合を維持向上させる。

（基準：平成15年度：63%→目標：平成20年度：66%）

(ｲ)森林の多様性

針広混交林（針葉樹と広葉樹との混 年度末時点の植栽面

交林）などの多様な樹種・樹齢からな 積等を集計

る森林への誘導を目的とした森林造成

の割合を増加させる。

（基準：平成15年度：31%→目標：平成20年度：35%）

(ゥ)森林資源の循環利用

育成林（人手により育成・維持され 年度末時点の路網の

る森林）において、安定的かつ効率的 開設延長等を把握す

な木材供給が可能となる資源量を増加 ることによって、供

させる。 給が可能となる資源

量を集計

（基準：平成15年度：8億4千万㎥

→目標：平成20年度：9億6千万㎥）

目標年次：各年度

目 標 値：１００％
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２．国際的な技術協力などによっ ②国際的な協調の下での森林の有する多面的 事業実施相手国等に

て、途上国等における持続可能 機能の発揮に向けた取組の推進 対するアンケート調

な森林経営を阻害している違法 査

伐採など様々な課題への取組に 指 標：海外における持続可能な森林経

対して積極的に支援・貢献し、 営への寄与度 アンケート調査によ

得られた成果を国内の森林整備 る５段階の評価

・保全に活かす。 目標年次：各年度

目 標 値：１００％

３．国土保全の観点から、山地災 ③山地災害等の防止 事業実施都道府県等

害のおそれがある約13万6千集 からの実績報告

落のうち、緊急性の高い集落に 指 標：5年間で4千集落を対象に、周辺

ついて保全対策を実施し、災害 の森林の山地災害防止機能等が 年度末時点の山地災

の未然防止を図る。 確保された集落の数を増加させ 害危険地区における

る。 治山対策の状況を集

計

目標年次：平成２０年度

目 標 値：５万２千集落

（基準：平成15年度：4万8千集落→目標：平成20年度：5万2千集落）

４．森林病害虫等による被害で最 ④森林病害虫等の被害の防止 事業実施都府県等か

も深刻な松くい虫の被害を全国 らの実績報告

的に被害率１％未満の「微害」 指 標：保全すべき松林を有する都府県

レベルにする。 のうち、保全すべき松林が適正 年度末時点の保全す

に保全されていると認められる べき松林の状況を集

（被害率が１%未満の「微害」に 計

抑えられている）都府県の割合。

目標年次：各年度

目 標 値：１００％

５．森林の整備・保全を社会全体 ⑤国民参加の森林づくりと森林の多様な利用 事業実施都道府県か

で支えるという国民意識をさら の推進 らの実績報告

に高めるために、国民が自発的

に森林づくりに参加できるよ 指 標：森林内での自発的な活動への参 ボランティア団体数

う、森林ボランティア団体を増 加団体数 把握調査

加させる。

目標年次：平成１８年度

目 標 値：１,６００団体

（基準：平成15年度：1,165団体→目標：平成18年度：1,600団体）

６．森林の有する多面的機能の維 ⑥山村地域の活性化 全国の振興山村地域

持増進を図るためには、森林所 の中から抽出した市
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有者、林業就業者が山村地域で 山村地域の定住並びに都市と山村の共生 町村に対し、新規定

生活することが重要であること ・対流について、新規定住者、交流人口等 住者、交流人口、地

から、山村における就業機会の の維持・向上を基本にしつつ全国的な視点 域産物等販売額につ

増大、生活環境の整備、都市と から総合的に有効性の判断をする。 いての指標のうちい

山村との共生・対流に向けた交 ずれかを満たす市町

流基盤の整備などを図る。 村の割合の前年比

森林資源を積極的に

利用している流域の

数

山村地域の住民を対

象に、用排水施設な

どの生活環境の整備

を行った時の受益者

数
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実績評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 森林・林業基本計画
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に関する目標

(関係箇所) 森林整備保全事業計画
全国森林計画

目標年度 森林・林業基本計画
森林整備の目標(平成22年及び32年)

目標値 （単位：万ha）

目 標
H12年 (指向する状態)

H22年 H32年

育成単層林
注１ 1,030 1,020 970 (440)

育成複層林
注２ 90 140 230 (870)

天然生林
注３ 1,390 1,350 1,310 (1,200)

合 計 2,510 2,510 2,510 2,510

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕
森林の有する多面的機能を将来にわたって持続的に発揮させていくためには、森林の整備の推進、森

林の保全の確保、技術の開発及び普及、国民の自発的な森林の整備及び保全に関する活動の促進、都市

と山村との共生・対流等に関する施策を行う必要がある。

〔政策分野の目標設定の考え方〕

政策分野の全体の目指すべき姿としては、森林・林業基本法の第２条を基に、「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。」とする。

なお、本政策分野の目標達成等により、京都議定書における温室効果ガスの削減約束のうちの森林経

営による二酸化炭素吸収量3.9％の達成を目指す。

目標については、法第３章の「森林の有する多面的機能の発揮に関する施策」に掲げられた基本的施

策を基に設定する。

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

森林の自然的条件、社会的条件などの地域の特性を勘案して、森林整備に関する技術の開発及び普及

を図りつつ、発揮すべき機能に応じた適正な森林整備を計画的に推進していくことが、森林の有する多

面的機能を十全に発揮させることに資することから、目標とする。

また、この成果を把握するため、重視すべき機能ごとに目指すべき森林の姿に向けた誘導目標を森林

整備保全事業計画の成果目標を踏まえ設定し、目標を達成した機能区分の割合を毎年度、100％とするこ

とを数値目標とする。

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

近年、世界的な森林面積の減少、地球温暖化防止や水土保全などの森林の有する多面的機能に対する

国際的な認識が高まる中、国際的な連携の下で、途上国等における持続可能な森林経営の実現を阻害し

ている違法伐採などの各種課題を解決し、世界各国におけるこれらに関する多様なデータを収集し、国

際的な準則の確立に取り組んでいくことが不可欠であるとともに、得られた成果は国内における適切な

森林の整備・保全に活かすことができ、かつ、基本理念の実現に資することから、目標とする。
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また、この成果が滞ることなく着実に得られているか否かを把握するため、事業実施相手国等（地元

住民を含む）に対するアンケート調査を行い、実施事業が持続可能な森林経営に寄与したとする回答の

割合を毎年度、100％とすることを数値目標とする。

目標③ 山地災害等の防止

国土の保全、水源のかん養等の森林の持つ公益的機能の確保が特に必要な森林について、保安林
注4
制

度による伐採や土地の形質の変更行為等の規制とともに、自然災害等により機能が著しく低下した保安

林について、治山事業を推進することが重要であることから、目標とする。

また、この成果を把握するため、森林整備保全事業計画の成果目標を踏まえ、目標を代表するものと

して山地災害防止機能が確保されている集落数を数値目標とする。

目標④ 森林病害虫等の被害の防止

森林の有する多面的機能を発揮していくためには、森林病害虫や野生鳥獣、山火事等の被害から森林

を守ることが重要であることから、目標とする。

また、この成果を把握するため、森林病害虫等による被害の太宗を占める松くい虫被害について、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毎年度、100％とすることを数値目標とする。

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

国民による緑化活動への募金や森林整備のボランティアとしての参加の促進並びに森林浴や森林の観

察・調査などの多様な森林の利用を推進することは、林業者以外の国民が森林又は林業施策の必要性へ

の理解を深めることに通じ、森林の適切な整備・保全に資することから、目標とする。

また、この成果を把握するため、森林内での自発的な活動への参加団体数を数値目標とする。

目標⑥ 山村地域の活性化

森林の整備・保全を適正に行い、森林の有する多面的機能を発揮させていくためには、山村地域の生

活環境の整備や産業振興による就業機会の増大等を推進し、山村の活力を向上させることが重要である

ことから、目標とする。

また、この成果を把握するため、全国の振興山村地域の中から抽出した市町村に対し、新規定住者数、

交流人口数、地域産物等販売額についての指標のうちいずれかを満たす市町村の割合について、前年度

と当年度との比率を算出するとともに、森林整備保全事業計画の成果指標のうち山村地域の活性化に係

る、森林資源を積極的に利用している流域の数及び山村地域の住民を対象に、用排水施設などの生活環

境の整備を行った時の受益者数を把握し、それらをもとに総合的に判断することとする。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

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

基準値及び算出方法

・基準値：８７％（16年度現状値）

・算出方法：各指標の達成率の平均値が１００％となることを目標値とする。

達成率の計算方法

・達成率(％) = ((ア)の達成率＋(イ)の達成率＋(ウ)の達成率)÷３

(ｱ) 水土保全機能

事業を実施しない場合、育成途中の水土保全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が現状（基準）の63%（15年度）から50%程度（20年度）に低下

することが予想される。このため、適切な間伐や高齢級の森林への誘導等による人工林の適正管理等
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を行い、下層植生や樹木の根の発達、森林の崩壊の予防等を図ることにより、同割合を66%（20年度）

程度にまで維持向上させる。

なお、育成途中の水土保全林は、平成15年度末で約500万haあり、将来的にはこれらの森林において

間伐等の実施により水土保全機能が保たれた状態とすることが必要である。

毎年度の目標達成については、すう勢値と目標値との差に対するすう勢値と実績値との差を比較し

達成率を算出する。

H17年度実績(見込)値 H17年度すう勢値 H17年度目標値 H17年度すう勢値

指標(ｱ)の達成率(%)＝ （○○.○○% － 57.36%）÷ (63.84% － 57.36%) ×１００

(ｲ) 森林の多様性

多様な樹種や階層からなる森林へ誘導するため、針広混交林や複層林への誘導を目的とした森林造

成の割合を現状（基準）の31%（15年度）から35%（20年度）に増加させる。

なお、この目標は、伐採面積に対する広葉樹植栽等による更新面積の割合を指標としたものであり、

森林・林業基本計画を踏まえ育成複層林等の多様な森林の整備をさらに進めることが必要である。

毎年度の目標達成については、現状（基準）値と目標値との差に対する現状（基準）値と実績値と

の差を比較し達成率を算出する。

H17年度実績(見込)値 基準値(H15) H17年度目標値 基準値(H15)

指標(ｲ)の達成率(%)＝ （○○.○○% － 31.00%）÷ (32.60% － 31.00%) ×１００

(ｳ) 森林資源の循環利用

森林施業
注２
の集約化や機械化を通じた効率的な森林施業の実施により、木材として安定的かつ効率的

な供給が可能となる育成林の資源量を現状（基準）の約8億4千万m
3
（15年度）から約1億2千万㎥増加さ

せ、約9億6千万m
3
（20年度）とする。

なお、この目標は、成熟期を迎えつつある人工林資源等を活用し、循環を基調とする社会形成とす

るため、森林施業の集約化等が可能となる条件が整備された利用可能な森林の蓄積をめざすものであ

る。

毎年度の目標達成については、現状（基準）値と目標値との差に対する現状（基準）値と実績値と

の差を比較し達成率を算出する。

H17年度実績(見込)値 基準値(H15) H17年度目標値 基準値(H15)

指標(ｳ)の達成率(%)＝ （○○.○千万㎥ － 84.4千万㎥）÷ (89.4千万㎥ － 84.4千万㎥)×１００

・達成状況の判定方法

３つの指標の達成率の平均値が、９０％以上の場合はＡ、５０％未満の場合はＣ、それ以外をＢとす

る。

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

基準値及び算出方法

・基準値：９０％（16年度現状値）

・算出方法：

協力事業の中間及び最終年度（事業期間が短いものについては、最終年度）においてその対象

となる相手国の政府関係者等に対するアンケートを実施し、その中で、我が国の相手国に対する

持続可能な森林経営に対して寄与したか否かを５段階で評価してもらい、目標値を100％（＝５）

として設定する。

達成率の計算方法

H17アンケート

調査の平均値

・達成率（％）＝ ○．○ ÷ ５ × 100
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・達成状況の判定方法

アンケート調査結果の平均値を５で除した割合が、９０％以上の場合はＡ、６０％未満（５段階

評価で３未満）の場合をＣ、それ以外をＢとする。

目標③ 山地災害等の防止

基準値及び算出方法

・基準値：４万８千集落（15年度）

・算出方法：

我が国は、急峻な地形や脆弱な地質、集中豪雨に見舞われやすい気象等の条件下にあり山地災害

等が発生しやすいことから、安全で安心な国民の暮らしを守るには、伐採や開発行為等の規制措置

の適正な運用を図ることはもとより、治山事業を適切に実施し、荒廃した森林の再生やその予防を

行うことにより山地災害の未然防止等を図る必要がある。

全国には、山地災害のおそれがある地区（山地災害危険地区）に近接する集落は約13万6千集落（1

5年度末現在）あり、将来的には全ての集落で安全性が向上することが望ましい。

このため、16年度からの5年間では、集落に近接する山地災害危険地区等のうち、現に荒廃地があ

り人家戸数が多い集落など緊急性の高い地域において、重点的に森林の保全対策を実施することに

より、周辺の森林の山地災害防止機能等が確保された集落の数を平成20年度までに現状（平成15年

度）の4万8千から5万2千とすることを目標とする。

達成率の計算方法

H17年度実績(見込)値 基準値(H15) H17年度目標値 基準値(H15)

・達成率（％）＝（○○.○千集落 － 48.0千集落） ÷ (49.6千集落 － 48.0千集落) ×100

・達成状況の判定方法

当該年度の目標と基準値とのかい離を比較する。

毎年度の目標達成については、基準値と目標値との差に対する基準値と実績値との差の割合（達成

率）が、９０％以上の場合はＡ、５０％未満の場合をＣ、それ以外の場合をＢとする。

目標④ 森林病害虫等の被害の防止

基準値及び算出方法

・基準値：６７％（16年度現状値）

・算出方法：

松くい虫被害が発生している45都府県において、当該年度の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を100%とすることを目標とする。

達成率の計算方法

H17年度実績(見込)値

・達成率（％）＝ ○○都府県 ÷ 45都府県（北海道、青森県を除く）×100

・達成状況の判定方法

１％未満の「微害」に抑えられている都府県の割合が９０％以上の場合はＡ、現状値を下回った

場合をＣ、それ以外はＢとする。
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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

基準値及び算出方法

・基準値 １,１６５団体（15年度）

・算出方法

森林内での自発的な活動への参加団体数を目標値とし、毎年度３月末時点での実績値により計測

する。

目標値については、森林の整備・保全を社会全体で支えているという国民意識をさらに効果的な

ものとするためには、広範な国民が身近な森林（地域）において、森林内で自発的な活動に直接参

加できる機会を提供する観点から、各都道府県での年間活動回数を100回と設定した上で、森林ボラ

ンティア団体の総数を平成18年度までに1,600団体とした。

（参考）

・100（回）×47（各県）＝4,700（全国での回数）

・年４回（四半期に一度程度）以上活動している活発なボランティアの割合は72％

・4,700（回）÷４（回）＝1,175（団体）

・1,175×100÷72≒1,600

平成19年度当初には新たなアンケート結果を公表できる見込みであるため、その結果をもって

19年度以降の目標値を検討することとする。

達成率の計算方法

H17年度実績(見込)値 H17年度目標値

・達成率（%）＝ ○○団体 ÷ 1,455団体 × 100

・達成状況の判定方法

団体数が目標値（１００％）を上回った場合はＡ、目標値の９０％を下回った場合はＣ、それ以外

はＢとする。

目標⑥ 山村地域の活性化

・各データの算出方法

(1) 全国の振興山村地域の中から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。

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

但し、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≧１．０以上

但し、交流人口増加率＝（cｰd／d）

当年度の交流人口：ｃ

前年度の交流人口：ｄ
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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率

≧１．０以上

但し、地域産物等販売額増加率＝（eｰ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。

(2) 森林資源を積極的に利用している流域の数

※対象流域：伐採立木材積（≒素材生産量÷０．７５）÷連年成長量×１００≧５０を満

たす流域

(3) 山村地域の住民を対象に、用排水施設などの生活環境の整備を行ったときの受益者数

整備対象地区数：約１２６地区

フォレストコミュニティー総合整備統合補助事業 １０２地区

生活環境保全林整備事業 ２４地区

・達成状況の判定方法

山村地域の活性化の状況について、(1)の割合、(2)の流域数、(3)の受益者数の推移を基に全国的な

視点から総合的に、有効性を判断する。
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実績評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】

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

○次の指標を満たす割合

(ｱ) 育成途中にある水土保全林のうち、機能が良好に保たれている森林の割合

(ｲ) 針広混交林などの多様な樹種・樹齢からなる森林への誘導を目的とした森林造成の割合

(ｳ) 育成林において、安定的かつ効率的な木材供給が可能となる資源量の増加
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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

○平成17年度海外林業協力に係るアンケート調査結果

目標③ 山地災害等の防止

○周辺の森林の山地災害防止機能等が確保された集落の数

目標④ 森林病害虫等の被害の防止

○保全すべき松林を有する都府県のうち、保全すべき松林が適正に保全されていると認められ

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
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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

○森林内での自発的な活動への参加者数（ボランティア団体数）

目標⑥ 山村地域の活性化

(1)３つの指標のうち、いずれかの指標を満たす市町村の割合の前年比

(2)森林資源を積極的に利用している流域の数

(3)山村地域の住民を対象に、用排水施設などの生活環境の整備を行った時の受益者数

1, 4 5 1

1 , 3 1 0

1 , 1 6 5

1 , 6 0 0

1 , 4 5 5

1 , 3 1 0

1 , 1 6 5

1 0 0 0

1 1 0 0

1 2 0 0

1 3 0 0

1 4 0 0

1 5 0 0

1 6 0 0

1 5年 度 1 6年 度 1 7年 度 1 8年 度

実績値

目標値

団体

71

53

0
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90
100
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実績値

％

（参考）
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実績値
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36
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100
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万人
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【参考データ】

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

○育成途中にある水土保全林のうち、機能が良好に保たれている森林の面積（単位：万ｈａ）

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

面 積
265 (266)

出典：林野庁業務資料

○針広混交林などの多様な樹種・樹齢からなる森林への誘導を目的とした森林造成面積（単位：千ｈａ)

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

面 積 11 (10)

出典：林野庁業務資料

○育成林おいて、安定的かつ効率的な木材供給が可能となる資源量(単位：百万ｍ
３
)

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

資源量 866 (889)

出典：林野庁業務資料

○間伐実施面積（水土保全林） （単位：万ｈａ）

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

面 積 21 (19)

出典：林野庁業務資料

○複層林造成面積（樹下植栽面積） （単位：千ｈａ）

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

面 積 5 (5)

出典：林野庁業務資料

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

○別紙「平成17年度海外林業協力に係るアンケート調査結果」参照

目標③ 山地災害等の防止

○山地災害から保全される森林の面積 （単位：千ｈａ）

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

面 積 58.6 59.7 45.6 46.0 (43.5)

出典：林野庁業務資料

○保安林制度により永続的に森林として維持すべき面積 （単位：万ｈａ）

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

面 積 905 920 1,019 1,133 (1,158)

出典：林野庁業務資料

○海岸林・防風林等の延長7,000㎞の機能の維持（機能が低下した海岸林・防風林等の回復率）（単位：％）

１５ １６ １７ １８ １９ ２０

面 積 96.6 95.3 (94.9)

出典：林野庁業務資料

目標④ 森林病害虫等の被害の防止

○保全松林における被害木の駆除率 （単位：％）

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

駆除率 74.7 82.7 87.7 88.6 (87.8)

出典：林野庁業務資料
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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

○森林ボランティア・ネットワークへの参加団体数 （単位：団体）

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

団体数 233 262 360 378 411

出典：林野庁業務資料

○森林ボランティア活動情報掲載件数

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

団体数 233 262 360 378 411

件 数 1,362 1,741 2,540 2,856 3,291

平均活動件数 5.8 6.6 7.1 7.6 8.0

出典：林野庁業務資料

○森の子くらぶ活動の参加者数 （単位：千人）

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

参加者数 239 250 289 327 343

出典：林野庁業務資料

目標⑥ 山村地域の活性化

○アンケート調査結果

１５ １６ １７ １８ １９ ２０

対 象 数 96 102 312
回 答 数 91 80 170
有 効 回 答 数 70 73 137
いずれかを満たす 49 52 73
① を 満 た す 10 21 23
② を 満 た す 42 35 51
③ を 満 た す 15 13 25
２つを満たす 15 14 17
全てを満たす 2 3 4
いずれかを満たす 70 71 53
割合（％）

※H15､16年度については集計方法が異なる。 出典：林野庁業務資料

〔その他参考データ〕

○主要学会誌等掲載論文数（森林の多面的機能の発揮関連部門）

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

論 文 数
242 237

出典：林野庁業務資料

○新品種の開発数

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

開 発 数 39 44 51 61 47 50 63

出典：林野庁業務資料

○森林とふれあう機会を持つ都市住民の数 （単位：万人）

１５ １６ １７ １８ １９ ２０

住民数 720 787 (958)

出典：林野庁業務資料

○保護林の面積 （単位：千ｈａ）

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

面 積 552 622 656 658 (682)
出典：林野庁業務資料
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○レクリエーションの森の利用者数 （単位：百万人）

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

利用者数 156 156 152 147 143

出典：林野庁業務資料

※（ ）の数字は見込値。

≪用語解説≫

注１ 育成単層林 人手により育成・維持される森林のうち、樹齢や樹高のほぼ等しい樹木から構成さ

れている森林

注２ 育成複層林 人手により育成・維持される森林のうち、樹齢や樹高の異なる樹木によって構成さ

れた森林

注３ 天 然 生 林 自然の推移に委ね、主として自然の力を活用すること（天然更新）により、保全・

管理されている森林

注４ 樹 下 植 栽 複層林を造成するために、樹木の一部を伐採した跡の残った樹木の間に行う植林

注５ 森 林 施 業 目的とする森林を育成するために行う造林、保育、伐採等の一連の森林に対する人為

的行為を実施すること

注６ 保 安 林 水源のかん養等特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事が指

定する森林。立木の伐採や土地の形質の変更が制限される



- 16 -

実績評価（評価結果と分析・改善の考え方）

目 標 評 価 結 果

目標① 目標値、実績値、達成状況
重視すべき機

能に応じた森林 本年度の目標値 100％

整備の計画的な 本年度の実績値 104％（見込値）

推進 達成状況 104％ 達成ランク Ａ

基準値 87％（16年度現状値）

104％＝((ｱ)＋(ｲ)＋(ｳ))÷3＝（84＋136＋92）÷3

(ｱ)水土保全機能:84％＝(62.79-57.36)÷(63.84-57.36)×100
(ｲ)森林の多様性:136％＝(33.17-31.00)÷(32.60-31.00)×100
(ｳ)森林資源の循環利用:92％＝(89.0-84.4)÷(89.4-84.4)×100

政策目標を達成するための政策手段の有効性

３つの指標をあわせた本年度の目標については104％となり、ほぼ目標を達成する

見込みである。

これは、

・ 指標(ｱ)の水土保全機能が良好に保たれている森林の割合については、効率的な間

伐や間伐実施のための条件整備等を図る「間伐等推進総合対策」等の施策の推進に

取り組んだ結果、17年度は水土保全林において見込みで約19万haの間伐が実施され、

緊急的に間伐が必要な森林における取組が定着しつつあるものの、自然災害の多発

などの影響により、間伐が計画に対して低位であったことなどから目標値に対して8

4%の達成率にとどまる見込みであること

・ 指標(ｲ)の多様な森林造成の割合については、全体的に伐採が減少する傾向にある

中で、国民ニーズの高まりに応え、樹下植栽や広葉樹の植栽等を積極的に実施した

結果、目標値に対して136%の達成率となり目標を上回る見込みであること

・ 指標(ｳ)の木材として安定的かつ効率的な供給が可能となる育成林の資源量につい

ては、概ね目標を達成する見込みであるものの、間伐や複層林施業等の多様な森林

施業に対応した路網整備が遅れていることから、目標値に対して92%の達成率となる

見込みであること

によるものである。

これらの重視すべき機能に応じた森林整備の計画的な推進については、概ね順調

であるものの、

・ 森林は間伐等の適正な管理を実施しなければその機能が低下することが予想され

ること

・ 森林所有者の施業意欲を喚起する観点からも、木材として安定的かつ効率的な供

給が可能となる育成林の資源量を増やす必要があること

などから、引き続き、健全な森林の整備を推進することが、森林の有する多面的

機能の持続的発揮や地球温暖化防止のための森林吸収源を確保する上で極めて重要

である。

・ このため、従来から行ってきた間伐の推進に加え、重視すべき機能に応じて、長

伐期施業や針広混交林化、広葉樹林化など多様で健全な森林づくりを進めることが

必要であり、これらを実施するための効率的な森林施業技術等の体系化や普及など

の条件整備が課題となっている。また、木材として利用可能な森林の増加を踏まえ、

これらの森林から産出される木材の活用を進めることにより、山元への資金の還元

を図り、森林整備の推進につなげることが必要である。

・ なお、地球温暖化防止のための森林吸収源については、京都議定書において義務

づけられた温室効果ガスの削減目標6％のうち3.9％を森林吸収量で確保することと

されており、この目標達成に向け、「地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策」を策

定し、施策を実施しているところであるが、現状程度の水準で森林整備量が推移し
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た場合、確保できる吸収量は目標を大幅に下回ると見込まれているため、森林整備

を一層推進することが重要である。

改善・見直しの方向

・ 森林の機能が継続的に発揮されるよう、適切な森林整備を図るため、団地化と路

網整備、高性能林業機械の導入による効率的な間伐の実施、間伐材の利用促進など

を図る「間伐等推進３カ年対策」の着実な推進や、次世代の多様で健全な森林造成

を図るため、針広混交林化、広葉樹林化を推進する「広葉樹林化促進対策」などに

積極的に取り組むとともに、林業労働力の確保や間伐材をはじめとする木材の利用

推進と一体となった取組により、「更新→保育→収穫→更新」のサイクルを円滑に循

環させるため、川上と川下を一体となって整備し、林業の再生を図る「新生産シス

テム」の構築等を図り、間伐が適切に実施されずに放置されている森林の解消や長

伐期施業、複層林施業への誘導等を計画的に進める。

・ なお、本年は新たな森林・林業基本計画の策定が予定されていることから、森林

の有する多面的機能の持続的な発揮や、地球温暖化対策としての森林吸収源対策の

着実な推進のためには、新たな森林・林業基本計画に基づき、重視すべき機能に応

じた森林整備を計画的に推進することが必要である。

目標② 目標値、実績値、達成状況
国際的な協調

の下での森林の 本年度の目標値 100％

有する多面的機 本年度の実績値 90％

能の発揮に向け 達成状況 90％ 達成ランク Ａ

た取組の推進 基準値 90％（16年度現状値）

90％＝4.5÷５×100

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 本年度の達成状況は、前年度と同様の90%となったところである。

・ これは、成果が明確でない実行中の事業については、88％となっているのに対し、

完了する事業については、比較的高い評価（92％）が得られていることによるもの

である。

・ 我が国は、荒廃地植林等のため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、人材の育成、新たな森林・林業協力を実現するための基礎調査等

に関する補助事業のほか、国際会議の開催や、国際機関を通じた森林資源の管理体

制を強化するための支援等を通じて、違法伐採など森林の劣化・減少等に関する課

題に対処しているところである。

・ 熱帯林を中心とした森林の減少・劣化等が依然として進行している中で、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

題として認識されている。特に、違法伐採の問題は、木材取引等に歪みを生じさせ、

国内林業の健全な発展に悪影響を及ぼすものである。

・ このため、違法伐採対策をはじめとして、持続可能な森林経営を推進するための

取り組みを今後とも進めていくことが重要である。

改善・見直しの方向

・ 今後の取り組みにあたっては、違法伐採等が持続可能な森林経営の推進に及ぼす

影響等を踏まえ、開発途上地域における木材情報システム等の確立対策に取り組む

とともに森林の適切な管理を促進する取り組み等を通じて、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森林の整備・保全を進める必要がある。

・ また、開発途上国等に対して適切な支援を行う観点から、引き続きアンケート等

により事業の妥当性や効率性などを把握することが重要である。
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目標③ 目標値、実績値、達成状況
山地災害等の

防止 本年度の目標値 49.6千集落

本年度の実績値 49.6千集落

達成状況 100％ 達成ランク Ａ

基準値 48.0千集落（15年度）

100％＝（49.6-48.0）÷（49.6-48.0）×100

（参考）

単年度目標：（52.0-48.0）÷5＝0.8千集落

単年度（H17年度）実績：0.7千集落

単年度達成率：87.5％＝0.7÷0.8×100

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 本年度の目標を達成したところである。

・ 平成16年の台風による集中豪雨や新潟県中越地震等による激甚な山地災害が発生

した箇所を中心に、迅速な復旧対策を進めるとともに、山地災害危険地区等が集中

するなど、整備の緊急度の高い箇所において重点的に事業を実施する「流域防災総

合治山対策」等を推進した結果、本年度の目標値は確保できたところである。

・ しかしながら、平成17年においても台風や集中豪雨等により依然として山地災害

が発生している状況にあり、流域特性等に応じたより効果的な治山対策を推進して

いくことが重要である。

・ なお、水源のかん養、災害の防備、公衆の保健等森林のもつ公益的機能の発揮が

特に要求される森林については保安林に指定し、それぞれの目的に沿った機能を確

保するために適切に管理、保全していくことが重要である。

・ 平成17年度末における保安林面積は、1,158万ha（実面積）となる見込みであり、

今後とも計画的な指定とその適切な管理を推進していくことが必要である。

改善・見直しの方向

・ 国有林と民有林を通じた総合的な流域保全対策や流木災害の発生が懸念される流

域において治山事業と砂防事業の連携による一体的かつ集中的な防災対策など、よ

り効果的な治山対策等の推進を図るとともに、災害に対する監視観測体制や避難体

制に寄与する対策や、山地災害危険地区の点検・情報収集をボランティアで行う山

地防災ヘルパーの取組みなど多様な防災対策を推進し、国土の保全を図っていく必

要がある。

・ 保安林については、引き続き、計画的に指定を行うとともに、衛星画像等を活用

した効率的な管理体制の整備や間伐等の森林施業が十分に実施されず機能が低下し

た保安林を特定保安林に指定し計画的な森林整備を進めるなどにより保安林の質的

向上を図り、その機能の持続的な発揮を確保していく必要がある。また、国土の保

全、水源のかん養等の機能は、流域全体を保全することにより確保されるものであ

るため、保安林管理情報を体系的かつ効率的に整備するなどにより、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必要がある。

目標④ 目標値、実績値、達成状況
森林病害虫等

の被害の防止 本年度の目標値 100％

本年度の実績値 67％（見込値）

達成状況 67％ 達成ランク Ｂ

基準値 67％（16年度現状値）

67％＝30÷45×100
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政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 本年度の達成状況は、前年度と同様67％となる見込みである。

・ これは、新たに被害率が１％以上となった県、あるいは新たに１％未満の「微害」

に抑えられた県が一部みられたことや、被害率１％以上の県の6割で前年よりも被害

率が減少しているものの、まだ被害率1％未満の「微害」に抑えられていないといっ

た状況によるものである。

・ 全体としては、松くい虫被害対策の適切な実施や保全すべき松林の重点化等によ

被害量は減少傾向にあるものの、東北地方など寒冷な地域等において被害が拡大し

ていることや、保全すべき松林によっては被害の終息に向けた防除方針が必ずしも

明確になっていない箇所もあることから、地域の実情に応じた計画的かつ的確な防

除対策等を図っていくことが重要である。

・ また、シカ等の野生鳥獣による食害、樹皮のはく皮等の森林被害が深刻になって

おり、生息域の拡大を背景として広域化する傾向にあることから、森林の公益的機

能への影響も懸念されているところである。

改善・見直しの方向

・ 松くい虫被害の終息化を着実に推進するため、個々の保全すべき松林において総

合的かつ適確な防除を実施するとともに、被害木の適確な把握による防除の効果判

定等についてモニタリングを行い、現地の状況に応じた計画的な防除対策の確立を

図る必要がある。

・ なお、被害地域の拡大を防止するため、被害が新たに発生し被害の拡散が懸念さ

れる地域においては、地域住民をはじめ、都市部の民間企業やＮＰＯ等による、松

林を保全するための自主的な活動との連携を含めた対策を強化するほか、松林の立

地条件等を踏まえた防除手法を総合的に組み合わせて実施するなど効率的な松くい

虫防除対策を実施する必要がある。

・ また、野生鳥獣による森林被害については、関係省庁と連携を図りながら、各般

の被害防止対策を総合的に推進していくことが重要である。

目標⑤ 目標値、実績値、達成状況
国民参加の森

林づくりと森林 本年度の目標値 1,455団体

の多様な利用の 本年度の実績値 1,451団体

推進 達成状況 99.7％ 達成ランク Ｂ

基準値 1,165団体（15年度）

（参考）

単年度目標：（1,600-1,165）÷3=145団体/年

単年度（H17年度）実績：141団体

単年度達成率：97％=141÷145×100

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 本年度の達成状況は、99.7%となったところである。

・ これは、ボランティア活動への理解と森林環境に対する関心が高まりつつある中

で、森林の整備・保全を自ら行おうとする人や団体が増えたことに加え、都道府県

等による森林ボランティア団体のネットワーク等の構築により、団体の把握が進ん

だことも一因と考えられる。

・ 森林ボランティア活動の情報を発信する場として森林ボランティアネットワーク

が形成されているが、そこでの活動情報のインターネット上での平均掲載件数につ

いても増加傾向にあることから、団体数の増加に加え活動も活発化していると考え

られる。
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・ 森林ボランティア団体の数が増え、活動が活発化する中で活動内容も多様化し、

森林整備だけでなく、森林環境教育の実施等多岐にわたっている一方で、ボランテ

ィア団体の運営上の問題として、資金や参加者の確保及び安全の確保といった課題

を抱えている団体が出てきている。

・ また、多くの里山林は、現在のところ、森林所有者にとって経済的な魅力が少な

いが、国民にとっては身近な存在であり、野外活動の場としての利用等を念頭にお

いたきめ細かな整備が求められていることから、森林所有者等にとって森林ボラン

ティア活動と連携し森林の整備を進めていくことが有効となっている。

・ なお、森林ボランティアによる活動のほかに、企業による社会貢献活動の一環と

して森林づくり活動を進めることが「国民参加の森林づくり」を促進していく上で

重要である。

改善・見直しの方向

・ 今後、さらに森林ボランティア団体を増加し活発な活動を推進していくためには、

引き続き森林ボランティア活動への支援、指導者の養成等森林ボランティア情報の

ネットワークの構築等の支援を図っていく必要がある。

・ また、国民参加による森林づくりや森林の多様な利用を一層促進するため、引き

続き、施業実施協定制度（森林ボランティア団体と森林所有者等が締結する
注２
森林

施業の実施に関する協定について市町村長が認可する制度）の活用などにより、森

林ボランティア活動を行う団体等と森林所有者等との連携構築に向けた条件整備に

取り組む必要があるとともに、企業の森林づくり活動への参加を推進していくこと

が重要である。

目標⑥ 目標値、実績値、達成状況
山村地域の活

性化 (1)全国の振興山村地域の中から抽出した市町

村に対し、新規定住者、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

を満たす市町村の割合の前年比 ５３％

(2)森林資源を積極的に利用している流域の数 １７流域（見込値）

（森林整備保全事業計画の目標：約10流域（H15）→約20流域(H20)）

(3)山村地域の住民を対象に、用排水施設など

の生活環境の整備を行った時の受益者数 ３６万人（見込値）

（森林整備保全事業計画の目標：80万人（H16→H20)）

達成状況：指標(1)の新規定住者数、交流人口、地域産物等の販売額のいずれかを満た

す市町村の割合は、53％にとどまっているものの、指標(2)の流域数が増加

している状況にあること、指標(3)の生活環境の整備が進んでいることから

総合的には一定の有効性は認められると考える。

政策目標を達成するための政策手段の有効性

指標（１）：

・ 全国の振興山村は９１３市町村（平成17年4月1日現在）であり、その中から無作

為抽出した３１２市町村に対して調査を実施し、１７０の市町村から回答を得た。（有

効回答率４４％）１７０市町村のうち、いずれかの指標を満たす市町村は５３％と

なり、内訳としては①の新規定住者に係るものが３１％、②の交流人口に係るもの

が７０％、③の地域産物等の販売額に係るものが３４％となっている（重複有り）。

なお、いずれの指標も満たしていない市町村は４７％あった。

・ 指標①～③ともに回答のあった市町村において、②の交流人口の増加については、
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近年、全国的な「スローライフ」など美しい景観や豊かな自然環境、伝統文化に根

ざした山村の魅力あるライフスタイルに対する都市住民のニーズが高まっていると

考えられる一方、①の新規定住者数、③の地域物産等の販売額については、低い割

合となっており山村地域の厳しい現状を表しているものと考えられることから、都

市と山村の交流をとおして、山村地域の所得の確保や定住を促進する取組みが必要

と考えられる。

・ なお、１７年度実績は全国の振興山村から無作為に抽出した市町村に対してアン

ケートを実施したのに対して、１６年度以前の実績においては、事業実施後の市町

村に対して行っているため、その手法の違いにより実績値の違いが出ている。

指標（２）：

・ 全国１５８の流域（森林計画区）のうち、森林資源を積極的に利用している流域

の数は大幅に５流域増えて１７流域となった。

・ この指標は、森林整備保全事業計画の成果指標であり、目標達成に向けて着実に

増加しており、これは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。

指標（３）：

・ 山村地域の住民を対象に、用排水施設など生活環境の整備を行ったときの受益者

数は、前年度から19万人増（見込）の36万人となった。

・ この指標は、森林整備保全事業計画の成果指標であり、目標達成に向けて着実に

増加しており、山村地域の定住基盤の整備等を実施したことによるものと考えられ

る。

・ 指標(1)の①～③のいずれかを満たす市町村の割合は、53％にとどまっているもの

の、指標(2)の流域数が増加している状況にあること、指標(3)の生活環境の整備が

進んでいることから総合的には一定の有効性は認められると考える。

・ しかしながら、山村地域での新規定住者数、地域物産等の販売額は低位であるこ

とから、山村地域に存在する豊富な森林資源を活用した、新たな産業の創出や都市

と山村の共生・対流を促進することによって、団塊の世代等の中高年者やＵＩター

ン者等の家族を含めた就業先及び所得機会の確保を図るとともに、林業・木材産業

の育成と生活環境の整備を進め、定住者を確保し山村地域の活性化を図ることが必

要である。

改善・見直しの方向

・ 山村地域の魅力を向上させ活性化を図り、森林整備・保全に寄与するため、美し

く住みよい山村づくり等を進めることとし、居住環境の整備や都市との交流基盤施

設、地域の活動基盤施設等の整備を推進する。

・ また、異業種連携等によるツーリズム、特産物の開発など新たビジネス（森業・

山業）の創出のため、ビジネスプランの選定・実証事業運営等を実施し、山村地域

住民の所得向上を図っていく。

・ 更に、都道府県域を超えて連携して行う、山村と都市との協働、資源循環システ

ムの構築、定住条件整備に関する意欲的で先導的な取組を支援するなど、改善を図

っていく。

・ なお、アンケートへの回答状況については、回答率が54％と過半数以上であった

ものの、有効回答率が5割を下回ったことから、さらに市町村に対する理解を求めて

いくこととする。

総合的な所見 ・ 森林の適切な整備・保全により、地球温暖化防止等の森林の有する多面的機能の

（各局政策評価 発揮を図るためには、森林の整備の推進、森林の保全の確保等が重要である。

担当課長） ・ このような中、水土保全機能等の森林の重視すべき機能に応じた森林整備の計画

的な推進及び山地災害等の防止等における達成状況については、一定の成果が見ら
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れるものの、 地球温暖化防止のための森林吸収源について見た場合、現状程度の水

準で森林整備量が推移した場合、確保できる吸収量は目標を大幅に下回ると見込ま

れているため、森林整備を一層推進することが重要である。

・ また、山地災害等の防止についても、台風や集中豪雨等により依然として山地災

害が発生しており、効果的な治山対策を推進していくことが重要である。

・ 森林病害虫等被害の防止については、松くい虫被害量は減少傾向で推移している

ものの、必ずしも良好とは言えない状況であることから、被害が新たに発生し被害

の拡散が懸念される地域においては、効率的に松くい虫防除対策を実施し被害を終

息させていく必要がある。

・ 山村地域の活性化については、山村地域の魅力を向上させ活性化を図るために、

従来の居住環境の整備や都市との交流基盤の整備等に加え、新たなビジネスを創出

するといった多様な施策を講じていく必要がある。

・ なお、森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるためには、森林の整備・保

全を社会全体で支える取り組みが重要であり、さらなる国民の森づくり活動への参

加を促進する必要がある。

・ 違法伐採の発生など、森林の減少・劣化に関連する課題は、開発途上地域だけで

なく、我が国自身にとっても重要な課題であることから、世界の持続可能な森林経

営の推進に向け、引き続き積極的な役割を果たす必要がある。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
評価結果は概ね妥当であるものの、重視すべき機能に応じた森林整備の計画的な推進については、施策

の改善・見直しにつながるよう、一層の分析と検証が必要である。

今後、我が国の森林資源が利用段階を迎えることに加え、森林による二酸化炭素吸収量についても目標

の３．９％を大幅に下回ることが見込まれることから、効率的な間伐の推進を図るとともに、長伐期化、

針広混交林化など多様な森林の育成等を一層推進する必要がある。

さらに、森林病害虫等の被害の防止については、目標に達しなかった要因の一つとして東北地方におけ

る被害の拡大をあげているが、その要因分析など十分に検証を行った上で、高緯度・高標高地域などの松

くい虫の被害拡大の先端地域における防除などの対策の重点化等を行うべきである。

【評価会委員の意見】



平成１７年度海外林業協力に係るアンケート調査結果

以下の項目について、平成１７年度に終了する事業及び中間年にあたる事業の相手国カウン
ターパートを対象としたアンケート調査を実施し、５段階（５：評価高い…３：普通…１：評価低
い）で回答を求めた。
このうち、「持続可能な森林経営への寄与」に関する項目（問８）について、事業毎に５段階
評価の値を算出し、その平均値を百分率（調査対象の全事業で満度に回答（回答者全員から「５」
の回答が得られた場合に100％となる）で調整したものを達成状況の指標値とした。

問１ 目的は、ニーズを踏まえたものとなっているか。
問２ 調査団は、事業目的を周知したか。
問３ 事業は、効果的だったか。
問４ 事業は、効率的に実行されたか。
問５ 事業効果は、持続するか。
問６ 調査団は、地域の状況を十分に理解していたか。
問７ 事業実施の際、調査団は、相手国機関と十分に協議したか。
問８ 事業は、持続可能な森林経営に寄与したか。

結果（５が最高）
事業名 調査対象国

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８

終 永久凍土地帯温暖化防止 ロシア 3.5 4.0 4.0 3.5 4.0 4.5 4.5 4.5
了 森林基礎調査事業
す
る アジア東部地域森林動態 中国ほか 4.3 4.3 4.3 3.7 4.2 4.0 4.3 4.5
事 把握システム整備事業
業

途上地域混牧林経営確立 マリほか 5.0 4.5 4.0 4.5 4.0 3.0 5.0 5.0
森林管理実証調査事業

地域住民森林管理実証調 ミャンマーほ 4.8 4.5 4.5 3.8 3.5 5.0 5.0 4.5
査事業 か

小 計 4.4 4.3 4.2 3.9 3.9 4.1 4.7 4.6
92%

継 ＣＤＭ植林ベースライン ベトナムほか 5.0 4.7 4.3 4.0 4.3 4.3 5.0 4.3
続 調査事業
中
の ＣＤＭ植林人材育成事業 インドネシア 4.5 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
事 ほか
業

ＣＤＭ植林技術指針調査 ウルグアイほ 4.6 4.6 4.0 3.8 4.4 3.8 4.4 4.6
事業 か

小 計 4.7 4.4 4.3 3.8 4.1 3.9 4.3 4.3
88%

合 計 4.6 4.4 4.2 3.9 4.1 4.0 4.6 4.5
90%



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

① 森林環境保全整備事業
調査費

126

　地球温暖化防止等のための
森林整備の手法の検討を行う
など、14項目についての調査
を実施した。

水土保全林整備事業費
補助金

33,629

　47都道府県において、ダム
上流域等の「水土保全林」を対
象に、水源かん養機能、山地
災害防止機能の維持増進に
資するための森林整備とこれ
に必要な路網整備を実施し
た。

共生林整備事業費補助
金

703

　43道府県において、「森林と
人との共生林」を対象に、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を整備
した。

次の指標を満たす割合を
100%とする。

・育成途中にある水土保
全林のうち、機能が良好
に保たれている森林の割
合を維持向上させる。
(H15:63%→H20:66%)

・針広混交林などの多様
な樹種・樹齢からなる森
林への誘導を目的とした
森林造成の割合を増加さ
せる。
(H15:31%→H20:35%)

・育成林において、安定
的かつ効率的な木材供
給が可能となる資源量を
増加させる。

(H15:8億4千万m
３
→

　　　　H20:9億6千万m
３
)

森林環境保全整備事業の推進に当
たっての調査

ダム上流域等の森林整備と路網整備

里山林等における森林空間整備と路網
整備

分野の目標等

重視すべき機能
に応じた森林整備
の計画的な推進

実績及び実績に対する所見

実績評価（政策手段シート）

政策手段の内容
（関連する目標）

森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

資源循環林整備事業費
補助金

13,689

　46都道府県において、「資源
の循環利用林」を対象に、森
林の有する木材生産機能等の
増進のための森林整備とこれ
に必要な路網整備を実施し
た。

機能回復整備事業費補
助金

3,274

　47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、既設林
道の改良等を実施した。

農林漁業用揮発油税財
源身替林道整備事業費
補助金（峰越連絡林道事
業費補助金及び林道舗
装事業費補助金）

569

　26都道県において、林道の
機能向上を図り、林業従事者
の就業環境の改善に資する既
設林道の舗装等を実施した。

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
行政法人緑資源機構出
資金 29,489

　水源林造成事業について
は、46都道府県の奥地水源地
帯において急速かつ計画的な
森林の造成（平成17年度植栽
面積4,498ha）等を実施した。
  また、特定中山間保全整備
事業については、阿蘇小国郷
区域において森林の造成等を
実施した。

効率的な林業経営のための森林整備と
路網整備

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、林道改良等
に対する補助

既設の林道等の相互間を峰越し等によ
り連絡する林道の開設、林業従事者の
就業条件の改善に資する林道の舗装

緑資源機構による水源林の造成



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

林道施設災害復旧等事
業費補助

－ 1,374

　43道府県において台風及び
豪雨等により被害を受けた林
道施設（3,260箇所）の早期復
旧を実施した。

森林災害復旧造林事業
費補助

－ 1,036

　北海道他10府県において
1.852haの災害復旧（被害木等
の整理及び跡地造林）を実施
した。

被災した林道施設の早期復旧

激甚災害を受けた森林の早期復旧



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

山村地域の定住並びに
都市と山村の共生・対流
の維持・向上。

次の指標を満たす割合を
100%とする。

・育成途中にある水土保
全林のうち、機能が良好
に保たれている森林の割
合を維持向上させる。
(H15:63%→H20:66%)

・針広混交林などの多様
な樹種・樹齢からなる森
林への誘導を目的とした
森林造成の割合を増加さ
せる。
(H15:31%→H20:35%)

・育成林において、安定
的かつ効率的な木材供
給が可能となる資源量を
増加させる。

(H15:8億4千万m
３
→

　　　　H20:9億6千万m
３
)

　42都道府県の329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。

28,488

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
整備等

（⑥）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

緑資源幹線林道事業費
補助及び特定中山間保
全整備林道事業費補助

12,318

　緑資源幹線林道事業につい
ては、15道県において基幹と
なる林道の開設及び改良（28
路線、25ｋｍ）を実施した。
  また、特定中山間保全整備
事業については、阿蘇小国郷
区域において林道の開設及び
改良を実施した。

林道事業に必要な経費

8,909

　新たに131路線の林道を開
設し、その結果平成17年度末
の路線数は12,704、路線延長
は43,573kmとなった。

（数値はいずれも見込値）

育林事業に必要な経費

43,044

  4,951haの更新を行ったほ
か、82,508haの下刈、18,749ha
の除伐等健全な森林を育成す
るための保育を実施した。

（数値はいずれも見込値）

分収育林事業に必要な経
費

364

　分収育林箇所のうち、
1,139ha（見込値）において間
伐等の保育を実施した。

森林の適切な整備

分収育林箇所の保育等

次の指標を満たす割合を
100%とする。

・育成途中にある水土保
全林のうち、機能が良好
に保たれている森林の割
合を維持向上させる。
(H15:63%→H20:66%)

・針広混交林などの多様
な樹種・樹齢からなる森
林への誘導を目的とした
森林造成の割合を増加さ
せる。
(H15:31%→H20:35%)

・育成林において、安定
的かつ効率的な木材供
給が可能となる資源量を
増加させる。

(H15:8億4千万m
３
→

　　　　H20:9億6千万m
３
)

森林整備に必要な林道の整備

緑資源機構による基幹的林道等の整備



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

国有林森林計画等に必
要な経費

965

　森林測量、森林調査等を実
施し、全国155計画区中31計
画区において国有林の地域別
の森林計画を樹立した。

森林計画推進委託費

1,475

　森林による二酸化炭素吸収
量の算定について透明かつ科
学的検証が可能な手法の開発
と算定のためのﾃﾞｰﾀ整備を実
施した。
  平成17年度まででほぼ終了
し、平成18年度は一部のﾃﾞｰﾀ
収集を行う。

森林計画推進地方公共
団体委託費等

74

　農林水産大臣が認定（変更
認定）を行う森林施業計画に
係る調査について、県に委託
し、既認定面積1,128haの森林
施業計画の変更認定を実施し
た。
　また、森林による二酸化炭素
の吸収量の算定に必要な基礎
データを収集するために、33
都道府県において森林簿精度
検証のための現地調査等を実
施した。

国有林森林計画の樹立のための森林
測量、森林調査等の実施

森林施業計画認定のための調査
森林吸収量報告・検証のための調査

森林吸収量報告・検証のための調査

森林所有者等から認定請
求が行われた森林施業
計画の件数について
100%認定(毎年度)



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

森林計画推進民間団体
委託費

194

　森林資源モニタリング調査の
１巡目データを用いた集計・解
析結果について、各手法の妥
当性について検証した。
　また、森林資源モニタリング
調査データと高分解能衛星
データ等の組み合わせによる
解析手法について検討した。

地域森林計画編成事業
費補助金

森林法第6条第5項の規
定に基づき、都道府県知
事から、農林水産大臣に
対して樹立協議が行われ
た件数について100%同意
(毎年度)

439

　全国158の森林計画区のう
ち、32計画区について地域森
林計画を樹立し、それぞれの
計画区の地域的特性を踏まえ
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。

森林整備地域活動支援
交付金

7,303

　44都道府県において、市町
村長と締結する協定に基づき
森林の現況調査等の地域活
動を実施した森林所有者に対
し、施業が必要な面積に応じ
て交付金を交付した。交付面
積は161万haとなり、目標とす
る対象森林面積(217万ha）に
対する達成率は、74％となっ
た。

対象森林面積217万ha
(18年度末)交付市町村数
1,769市町村(18年度末)

注)適切な森林整備のた
めの地域活動が必要な
森林及びその所在する市
町村の全てにおいて事業
を実施

森林整備の促進等に関する調査

地域森林計画編成に要する経費への
補助

森林所有者等による計画的かつ一体的
な森林施業の実施に不可欠な地域活
動を確保するための支援



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

森林整備地域活動支援
推進交付金

115

　44都道府県及び1,616市町
村に対して、推進活動及び森
林整備地域活動支援交付金
の交付事務等に必要な経費を
助成した。これは目標とする交
付市町村数(1,769市町村)に
対する達成率は、90％となっ
た。

苗木生産広域流通安定
対策事業

広葉樹苗木の表示率の
増加
目標値：50%(平成21年度) 4

　優良広葉樹苗木生産者の認
定、種子の採取地の踏査、表
示票確認検査を実施した。

特別母樹林保存損失補
償金

特別母樹林制度による伐
採の制限により原々種の
保存 11

　特別母樹林の所有者に対し
損失補償金10,525千円を支払
い、原々種18千本の保存が図
られた。

林業振興対策調査等委
託費のうち
森林・林業基本対策推進
事業費

政策立案の基礎資料とし
ての反映
目標値：4課題（100％）
（調査課題全て政策反
映：平成18年度以降）

38

　特用林産物・木材流通の実
態調査、増大するスギ材の生
産に応じた流通・加工体制の
あり方、立木価格の評価方法
等、森林体験学習等における
安全管理手法といった森林・
林業・木材産業に関する課題
の調査・分析を行った。
　なお、平成18年度以降は、3
月末に提出された調査結果報
告を受けこれを基に施策等へ
反映される。

森林整備地域活動支援交付金の交付
を適正かつ円滑に実施するために必要
となる経費に対する助成

優良苗木の需給調整等に要する経費

特別母樹林の保存に伴う損失補償

森林・林業をめぐる状況の変化に適切
に対応した政策の推進を図るため、森
林・林業・木材産業に関する多様化・複
雑化した新たな課題に対する調査・研
究



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

森林づくり交付金のうち
森林整備の推進

過去3年間の平均間伐実
施面積を上回ること、緊
急間伐推進団地設定数
の増加等

4,431
の内数

　46都道府県を対象に、森林
の整備・保全を推進するため、
間伐団地設定の促進や優良
種苗の生産・供給体制の整備
等を実施した。

独立行政法人森林総合
研究所運営費交付金（う
ち森林整備関連部門）

農林水産大臣が独立行
政法人ごとに定める「中
期目標」の達成

8,484
の内数

掲載論文数　442本
研究員数　　 454人
一人当たり論文数　0.97本/人

独立行政法人森林総合
研究所施設整備費補助
金（うち森林整備関連部
門）

159
の内数

  中期目標の達成に必要な自
家発電設備等の施設の整備を
実施した。

独立行政法人林木育種
センター運営費交付金 1,926

新品種の開発数　63品種

独立行政法人林木育種
センター施設整備費補助

125

  組換え体栽培等施設を整備
した。

農林水産大臣が独立行
政法人ごとに定める「中
期目標」の達成

上記事業を効率的に実施するための施
設整備

上記事業を効率的に実施するための施
設整備

林木の育種事業等による優良な種苗の
確保

効率的な集団間伐等の緊急的な推進
のための団地の設定促進等

森林・林業に関する総合的な試験・研
究の実施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

林業振興対策調査等委
託費のうち
森林環境保全先端技術
導入機械開発事業費

41

　先端技術を導入し、非皆伐
施業に対応した効率的かつ環
境負荷低減に配慮した作業シ
ステムの構築に必要な森林環
境保全に資する高性能林業機
械等の開発として、「急傾斜地
非皆伐に対応した伐採搬出機
械」、「長期育成循環施業を支
援する高性能林業機械システ
ム」を推進し、H17年度に開発
の完了した2機種について、在
来型機械に対して10％以上の
機能等の向上を果たした。

林業生産流通振興民間
団体事業費補金のうち
多面的機能高度発揮総
合利用システム開発事業
費 60

　高性能林業機械等の非皆伐
施業に対応し、かつ環境負荷
低減に配慮したものへの改良
及びアタッチメント式汎用作業
機械の開発を推進し、H17年
度に改良した3機種について、
在来型機械に対して10％以上
の機能等の向上を果たした。

地域食料産業等再生の
ための研究開発等支援事
業費補助金のうち
健全な森林力増進

平成13年度の素材生産
費を平成21年度末時点
で13%削減する。 11

　森林整備の低コスト化に資す
る施業機械等の開発を2件実
施。

森林整備活性化資金の
貸付け

本資金を借り入れる際に
作成する事業計画(森林
整備合理化計画)の対象
森林面積の平均値を平
成15年度の1,652haから
平成19年度までに
1,800haに向上

貸付計画額
3,200

（見込値7月末とりまとめ）
（参考）H16　1,691ha

高性能林業機械等の非皆伐施業に対
応し、かつ環境負荷低減に配慮したも
のへの改良及びアタッチメント式汎用作
業機械の開発

効果的な森林整備や未利用資源の有
効利用の推進に必要な低コスト化を目
指し、提案公募方式による民間能力を
活用した実用化技術の開発の実施

伐出作業用の多工程処理等を行う高性
能林業機械の開発

造林補助事業等の実施に必要な資金
を無利子で貸付け

各開発、改良機械等が、
在来型機械と同程度の作
業能力を有しつつ、環境
負荷低減につながる軽量
化、小型化、機械の機能
等を、在来型機械に対し
10%向上(目標年度：各改
良等完了年度)



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

森林法（森林計画制度）

－ －

  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
に関する特別措置法

－ －

　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。

分収林特別措置法

－ －

　分収方式による森林整備を
実施した。

林業種苗法

－ －

　本法に基づき、優良な採取
源の指定・整備、苗木生産技
術の改良・普及・定着、優良苗
木の広域での需給調整を実施
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
を図るため森林整備等を実施
した。

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。

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

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。

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。

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。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

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）

－ －

　平成13年3月に策定された研
究・技術開発戦略において
は、新たな政策の展開報告に
即し、中期的な期間を見通し
た課題及び目標を設定するこ
ととしている。

林木育種戦略

－ －

　平成13年3月に策定された林
木育種戦略においては、新た
な政策の展開方向に即した林
木育種についての今後10年間
を見通した目標とそのための
推進方策を明確にしている。

高性能林業機械化促進
基本方針

新たな高性能林業機械
作業システムに必要な高
性能林業機械の開発及
び改良を実施して、その
普及定着を図るとともに
伐出及び育林作業の効
率性の向上、省力化等を
図る。

－

　健全な森林の整備を推進し
ていくため、「森林環境保全先
端技術導入機械開発事業」及
び「多面的機能高度発揮総合
利用システム開発事業」等の
実施により高性能林業機械の
開発・改良や高性能林業機械
作業システム構築等を推進し
た。

所得税

－ －

　租税特別措置法第30条の2
による減税額51,954千円（見
込値）

法人税

－ －

　租税特別措置法第52条によ
る減税額62,335千円（見込値）

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

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

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

森林施業計画に基づいて立木を伐採
又は譲渡した場合の所得税特別控除
措置

森林施業計画に基づく造林経費の損
金算入の特例措置



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

相続税

－ －

　租税特別措置法第70条の8
による減税額2,674千円（見込
値）

政府開発援助国際林業
協力事業費補助金

海外における持続可能な
森林経営への寄与度
100%(毎年度)

385

　開発途上国における持続可
能な森林経営の取組状況を踏
まえた協力案件検討するため
の基礎調査、ＮＧＯ等による海
外植林を推進するための事業
等を１３ヶ国で実施した。

国際機関への拠出金のう
ちＦＡＯ拠出金

60

　ＦＡＯへの資金拠出を通じ
て、アジア地域における持続
可能な森林経営のモニタリン
グ・評価・報告体制を強化する
取組みを実施した。

国際林業協力費

18

　アジアを中心とした各国政
府、国際機関、内外のＮＧＯ、
研究機関、産業界等から、約
150名の参加の下、アジア森林
パートナーシップ（ＡＦＰ）第5回
実施促進会合を開催した。

国際林業協力事業費補
助金

10

　シベリア永久凍土地帯にお
ける森林火災等に対する森林
保全技術・復旧技術の開発に
係る基礎調査を実施した。

FAOへの資金拠出を通じた森林・林業
分野の活動支援

国際会議の開催を通じた途上国の技術
向上等を推進

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

熱帯林保全等に対処するための森林
施業技術の開発等

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

地球環境問題に対処するための森林
施業技術の開発等



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

ITTO拠出金（国際熱帯木
材機関本部事務局設置
経費、違法伐採木材の制
御システムの実証事業） 128

　ITTOへの資金拠出を通じ
て、持続可能な森林経営を推
進する上で障害となっている
違法伐採木材を抑制するため
のITTO等の取組を支援した。

③ 山地災害等の防
止

治山事業 周辺の森林の山地災害
防止機能等が確保された
集落の数を5万2千集落
にする。(平成20年度)

126,776

　激甚な山地災害が発生した
箇所を中心に復旧対策を進め
る一方で、山地災害危険地区
等が集中するなど整備の緊要
度の高い箇所において重点的
に事業を実施したことにより、
49.6千集落において周辺の森
林の山地災害防止機能が確
保された。

森林づくり交付金のうち
山地防災情報の周知

山地災害危険地区の住
民への周知率の増加

4,431
の内数

　山地災害危険地区などの山
地防災情報についてホーム
ページ上での公開や、自主防
災組織等に対する講習会及び
山地災害の手引等の作成・配
布により、山地防災情報の共
有化や伝達を推進した。

山林施設災害復旧等事
業費

－ 3,313

　平成17年度は、17,265,717
千円をもって、460箇所の災害
復旧等事業を実施した。

保安林整備管理費

733

　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
ことにより、平成17年度末の保
安林面積は1,158万ha（見込
値）となった。

保安林制度により永続的
に森林として維持される
べき面積1,216万ha
(平成20年度末)

被災した治山施設や災害により発生し
た荒廃山地等の早期復旧

保安林の指定・解除、管理等（国有保
安林関係繰入含む）

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

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

山地防災情報の周知、共有化を総合的
に図る対策の推進



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

森林保全管理等に必要な
経費

1,791

　森林を適切に保全管理する
ための巡視を全国で延べ
102,200人（見込値）実施した
ほか、荒廃の見られる保護林
の保全事業等を実施した。

独立行政法人森林総合
研究所運営費交付金（う
ち山地災害等の防止関連
部門）

農林水産大臣が独立行
政法人ごとに定める「中
期目標」の達成 8,484

の内数

掲載論文数　442本
研究員数　　　454人
一人当たり論文数　0.97本/人

独立行政法人森林総合
研究所施設整備費補助
金（うち山地災害等の防
止関連部門）

農林水産大臣が独立行
政法人ごとに定める「中
期目標」の達成 159

の内数

　中期目標の達成に必要な自
家発電設備等の施設の整備を
実施した。

農林漁業金融公庫資金

－
貸付計画額

61,060
の内数

（実績値7月末とりまとめ）
（参考）H16年度　0件

森林法（保安施設地区制
度）

－ －

　荒廃地や荒廃危険地等で治
山ダムの設置等を円滑に行い
森林の保全を図るため、保安
施設地区制度の運用を行っ
た。

森林法（保安林制度）

－ －

　森林の公益的機能の発揮に
必要な森林の保全を図るた
め、保安林制度の運用を行っ
た。

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

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

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。

森林巡視、保護林等の保全・管理の実
施

森林・林業に関する総合的な試験・研
究の実施

上記事業を効率的に実施するための施
設整備



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

森林法（林地開発許可制
度）

－ －

　保安林以外の民有林におけ
る開発行為の適正化を図るた
め、林地開発許可制度の運用
を行った。

地すべり等防止法

－ －

　新たに6地区で地すべり防止
区域の指定を行うとともに、必
要な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（う
ち山地災害等の防止関連
部門） － －

　平成13年3月に策定された研
究・技術開発戦略において
は、新たな政策の展開報告に
即し、中期的な期間を見通し
た課題及び目標を設定するこ
ととしている。

固定資産税

－ －

　地方税法第348条第2項第7
号に基づき非課税

不動産取得税
－ －

　地方税法第73条の4第3項に
基づき非課税

特別土地保有税

－ －

　地方税法第586条第2項第28
号に基づき非課税

相続税

－ －

　租税特別措置法第70条の9
による減税額475千円（見込
値）

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。

保安林に係る特別土地保有税につい
ては非課税

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

保安林に係る不動産取得税については
非課税

保安林に係る固定資産税については非
課税

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。

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



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

④ 森林病害虫等の
被害の防止

法定森林病害虫等駆除
費補助金

保全松林における被害木
の駆除率100%(目標年
度：平成17年度)

2,304

　平成17年度の保全松林にお
ける被害木の駆除率は87.8%
の見込みである。
（実績値9月上旬とりまとめ）
　効率的・効果的な対策を実
施するため、引き続き、保全松
林の絞り込みによる対策の重
点化を図るとともに、被害地域
の拡大を防止するため被害先
端地域等における取組の推進
を図ることが重要である。

森林害虫駆除事業委託
費

大臣命令発動地域にお
ける被害木の駆除率
100%(目標年度：平成17
年度）

190

　平成17年度の大臣命令発動
地域における被害木の駆除率
は100%の見込みである。
（実績値9月上旬とりまとめ）
　引き続き、被害地域の拡大を
防止するため、被害先端地域
等における取組の重点化を図
ることが重要である。

森林害虫駆除事業民間
団体委託費

保全松林における被害木
の駆除率100%(目標年
度：平成17年度)

7

　平成17年度の保全松林にお
ける被害木の駆除率は87.8%
の見込みである。（実績値9月
上旬とりまとめ）
　本対策による効果的・効率的
な松くい虫被害木の駆除手法
の確立を早急に図ることが重
要である。

松くい虫をはじめとした森林病害虫の防
除等

松くい虫をはじめとした森林病害虫の防
除等

松くい虫をはじめとした森林病害虫の防
除等



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

森林害虫駆除損失補償
金

大臣命令発動地域にお
ける被害木の駆除率
100%(目標年度：平成17
年度）

3

　平成17年度の大臣命令発動
地域における被害木の駆除率
は100%の見込みである。（実績
値9月上旬とりまとめ）
　引き続き、被害地域の拡大を
防止するため、被害先端地域
等における取組の重点化を図
ることが重要である。

森林づくり交付金のうち
森林資源の保護

松くい虫被害対策事業推
進計画における防除事業
の進捗率の向上等

4,431
の内数

　松くい虫被害の終息を目的と
した法定防除事業の付帯的な
対策として、被害の発生しにく
い森林環境の整備等を補完的
に実施することにより、松くい
虫被害対策事業推進計画に
おける防除事業の進捗の向上
等が図られた。

独立行政法人森林総合
研究所運営費交付金（う
ち森林病害虫等の被害の
防止関連部門）

8,484
の内数

掲載論文数　442本
研究員数　　　454人
一人当たり論文数　0.97本/人

独立行政法人森林総合
研究所施設整備費補助
金（うち森林病害虫等の
被害の防止関連部門）

159
の内数

　中期目標の達成に必要な自
家発電設備等の施設の整備を
実施した。

農林水産大臣が独立行
政法人ごとに定める「中
期目標」の達成

松くい虫をはじめとした森林病害虫の防
除等

・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

上記事業を効率的に実施するための施
設整備

森林・林業に関する総合的な試験・研
究の実施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

森林病害虫等防除法

－ －

　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。

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）

－ －

　平成13年3月に策定された研
究・技術開発戦略において
は、新たな政策の展開報告に
即し、中期的な期間を見通し
た課題及び目標を設定するこ
ととしている。

⑤ 国民参加の森林
づくりと森林の多
様な利用の推進

緑化推進対策事業 森林内での自発的な活
動 への参加団体数を増
加させる。
 (H15:1,165団体
　　　→H18:1,600団体) 135

　茨城県での全国植樹祭、兵
庫県での全国育樹祭の開催
等による森林の多面的機能の
普及啓発を行うとともに、団体
に対して、森林ボランティア等
広範な国民による森林づくり活
動、身近な緑化技術の開発・
普及への支援を行った。

森林環境教育活動の条
件整備促進対策事業費
補助金

子どもたちや親子等によ
る森林体験活動の参加
者数360千人 (目標年度:
平成17年度)

54

　21府県において、子ども達に
様々な森林体験活動を提供す
る「森の子くらぶ活動」の受け
入れ体制の整備を行うととも
に、20県で森林ボランティアに
よる学校林の整備・保全活動、
4県においてNPO等を活用し
た森林・林業体験交流活動等
のモデル事業等への支援を
行った。
森林体験活動参加者数：343
千人（達成率：95%）

森林環境教育全国シンポジウムの開
催、普及啓発資料の作成、学校林の整
備と木材の利用を一体的に行うモデル
学校林の設定、学校林における森林ボ
ランティア活動など、森林環境教育活動
を推進していくための条件整備

森林病害虫等防除法に基づく各種防
除措置等の実施

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

森林の地球温暖化防止機能の普及啓
発、森林ボランティア活動など広範な国
民による森林づくり活動への支援、身近
な緑化技術の開発・普及、高校生によ
る森林整備活動への支援等



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

森林づくり交付金のうち
森林の多様な利用・緑化
の推進

人口一人当たりの施設の
利用による交流人口の増
加、森林ボランティア活動
への延べ参加者数等の
増加等

4,431
の内数

　42都道府県において、企業
やボランティア団体等の森林
づくりへの支援、森林環境教
育活動への支援及び健康づく
りのための体制整備等を行っ
た。
森林ボランティア活動への延
べ参加者数：約10万

森林空間総合利用等に
必要な経費

公衆の保健のための国
有林野の活用の推進(レ
クリェーションの森の利用
者数)

205

　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、国有林として、1,203回
に及ぶ森林教室等の実施や、
ボランティアの森林づくり等の
場である「ふれあいの森」
4,829ha、森林環境教育の場
である「遊々の森」4,879haを設
定し、森林とのふれあいの場を
広く提供した。

レクリエーションの森の利用者
数：143百万人

⑥ 山村地域の活性
化

林業生産流通振興事業
費補助金のうち
林業森業・山業創出支援
総合対策事業

事業を採択した地区にお
いて新たな産業が創出さ
れ、それらが起業から５年
後までに単年度収支がプ
ラスになる割合100% (目
標年度平成26年度)

150

　観光・体験交流、木工品・木
材加工、花木・食品、エネル
ギー関連など多岐にわたる事
業内容で、それぞれが起業者
の創意工夫を活かしたプラン
30件が優良プランとして選定さ
れた。

・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

・里山林等を活用した健康づくりのため
の体制整備

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

異業種連携等によるツーリズム、特産物
の開発など新たなビジネス（森業・山業）
の創出のため、ビジネスプランの選定、
実証事業運営等を実施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
実績及び実績に対する所見

政策手段の内容
（関連する目標）

森林づくり交付金のうち
森林地域環境の整備

人口1人当たりの新規定
住者数が事業実施前を
上回ること等 4,431

の内数

　12道県の16地区において、
山村活性化のための都市との
交流基盤施設、地域の活動基
盤施設等の整備を実施した。

独立行政法人森林総合
研究所運営費交付金（う
ち山村地域活性化関連
部門）

農林水産大臣が独立行
政法人ごとに定める「中
期目標」の達成 8,484

の内数

掲載論文数　442本
研究員数　　　454人
一人当たり論文数　0.97本/人

独立行政法人森林総合
研究所施設整備費補助
金（うち山村地域活性化
関連部門）

農林水産大臣が独立行
政法人ごとに定める「中
期目標」の達成 159

の内数

　中期目標の達成に必要な自
家発電設備等の施設の整備を
実施した。

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

　平成13年3月に策定された研
究・技術開発戦略において
は、新たな政策の展開報告に
即し、中期的な期間を見通し
た課題及び目標を設定するこ
ととしている。

上記事業を効率的に実施するための施
設整備

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

山村活性化のための都市との交流基盤
施設、地域の活動基盤施設等の整備

森林・林業に関する総合的な試験・研
究の実施




