
政策手段別評価結果書の要旨

【政策手段名】

保安林整備管理事業

【政策手段の概要】

目 的 保安林整備管理事業は、保安林制度の適切な運用を確保することにより、保安林を永続的
に森林として保全し、保安林の指定目的に即した水源のかん養、災害の防備等の公益的機能
の持続的発揮を図ることを目的としている。

内 容 保安林の計画的な指定、立木の伐採・土地の形質の変更等の規制の適正な運用及び保安林
の指定に伴う損失補償等を総合的に実施する。

達成目標 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が平成２０年度末に１，２１６
万 ha（全国森林計画（H16～H30）に掲げる保安林として管理すべき面積の総数を元に算出）
確保されること。

【政策分野の目標と政策手段の関連】

本事業は、公益的機能の発揮が特に必要な森林を保安林に指定するとともに、指定後の保安林における伐
採・転用規制の適正な運用等保安林の適正な管理を確保するためのものである。
これらの措置により、保安林が永続的に森林として維持され、保安林の指定目的に即した公益的機能の十

全な発揮が確保される。
したがって、本事業は、政策分野の目標「山地災害等の防止」に直接的に貢献するものである。

【事業のこれまでの具体的成果】

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年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度
実 績 905 920 1,019 1,133 (1,158)
目 標 － － － 1,146 1,164

（注）：（ ）内の数字は見込値である。

【政策手段の改善の方向】

本事業の実施により、引き続き計画的な保安林の指定を行うとともに、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。

【政策評価総括組織の所見】

保安林において、残土の処理、無許可伐採・開発等の違法行為などが発生しており、引き続き、これらに
対する措置を検討する必要がある。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/12_3.pdf

担当：林野庁企画課 ℡０３－３５０２－８１１１（内線６０９６、６０９７）
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政策手段(事業)名 保安林整備管理事業 政策手段所管課名 林野庁治山課

政策評価担当課名 林野庁企画課

政 (1)目的 保安林整備管理事業は、保安林制度の適切な運用（注）を確保するこ

策 とにより、保安林を永続的に森林として保全し、保安林の指定目的に即

手 した水源のかん養、災害の防備等の森林の有する公益的機能の持続的発

段 揮を図ることを目的としている。

の また、本事業の実施により保安林が適切に保全・管理されることを通

概 じ、保安林を京都議定書に基づく森林吸収量の算定対象として位置付け

要 ることをあわせて目的とする。

（注）保安林機能の持続的な発揮を確保するためには、保安林の計画的

な指定、立木の伐採・土地の形質の変更等に対する規制の適正な運

用及び損失補償等を総合的に実施し、保安林を永続的に森林として

保全することが必要である。

(2)内容 保安林の計画的な指定、立木の伐採・土地の形質の変更等の規制の適

正な運用及び保安林の指定に伴い禁伐等の強い伐採制限を受ける保安林

の所有者に対する損失補償等を総合的に実施することとして、森林法の

規定に基づき次の事務を国の直接執行、都道府県への委託・補助事業に

より実施している。

①事業内容

・ 水源かん養機能、山地災害防備機能等の公益的機能の発揮が必要な

森林を保安林に指定するための現況調査等

・ 保安林の立地条件等に応じた指定施業要件に変更するための現況調査等

・ 間伐等の遅れにより表土の流亡等又はそのおそれが生じ機能が低下

している保安林（特定保安林）を指定するための現況調査等

・ 保安林内における無許可開発等に迅速な是正措置を講ずるための体

制整備等保安林の適正な管理

・ 伐採制限が禁伐・択伐となっている保安林の所有者に対する損失補償

など

②実施主体

国・都道府県

(3)達成目標 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が平成２０

（あらかじめ 年度末に１，２１６万ha（全国森林計画（H16～H30）に掲げる保安林

成果目標が設 として管理すべき面積の総数を元に算出）確保されること。

定されている 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（目標）

場合は、成果 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

目標） 面 積 1,146 1,164 1,181 1,199 1,216

(4)事業予算 15年度 16年度 17年度

等の推移 予算額 928,379千円 925,875千円 732,612千円

（単位：万ｈａ）
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（直近３カ年） 執行額 784,455千円 823,067千円 668,054千円

地区数 47都道府県 47都道府県 47都道府県

政 (1)政策手段 政 策 分 野 名 森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮

策 が関連する政 目 標 山地災害等の防止

分 策分野及び目 目標値（目標年度）５万２千集落（平成２０年度）

野 標

の

目 (2)政策分野 保安林整備管理事業は、森

標 の目標の達成 林法の規定に基づく事務を行

と に向けての政 うための義務的な経費であ

政 策手段の有効 り、公益的機能の発揮が特に

策 性（説明及び 必要な森林を保安林に指定す

手 概念図） るとともに、指定後の保安林

段 における伐採・転用規制の適

の 正な運用等保安林の適正な管

関 理を確保するためのものであ

連 る。

これらの措置により、保安

林が永続的に森林として維持

され、保安林の指定目的に即

した公益的機能の十全な発揮

が確保される。

したがって、本事業の成果

は、政策分野の目標としての

「山地災害等の防止」に直接

的に貢献するものであり、本

政策手段は有効といえる。

事業のこれまでの ○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

具体的成果

（成果目標が設定 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

されている場合 実 績 905 920 1,019 1,133 （1,158）

は、成果目標に対 目 標 － － － 1,146 1,164

する実績）

（注）：（ ）内の数字は見込み値である。

(1)必要性 保安林は公益的機能の発揮が特に必要な森林であり、特に流域を保全

評 するために指定されている水源かん養保安林や土砂流出防備保安林の保

全が不適切な場合には、機能が十全に発揮されず、広域にわたり国民の

保安林整備管理事業の実施

山地災害等の防止

・保安林制度により永続的に森林と

して維持されるべき保安林の確保

＜政策分野全体の目指すべき姿＞

森林の整備・保全による森林の

多面的機能の発揮

（単位：万ｈａ）

＜政策分野の目標＞

（アウトプット）

（アウトカム）

＜政策手段＞

・保安林の機能の維持・増進

保安林の新規指定、伐採・転用

規制の適正な運用の確保
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価 生命・財産や社会資本の保全に支障が生じることから、保安林制度の適

切な運用を確保するため、本事業を実施する必要がある。

結 本事業に係る保安林の事務については、森林法の規定に基づき農林水

産大臣又は都道府県知事が行わなければならないものである。

果 都道府県知事が行う事務に要する経費については、森林法の規定に基

づき国が補助しなければならないこととされている。

(2)有効性 本事業は、保安林の計画的な指定のための現況調査等のほか、保安林

における立木の伐採や土地の形質の変更等に対する規制の適正な運用を

通じた保安林の適切な管理及び損失補償等を総合的に実施するものであ

り、これらにより保安林の計画的な指定が行われ、保安林が健全な状態

で維持されていることから、有効な手段である。

これらにより、本事業の成果指標は、平成１６年度末において、目標

値1,146万ｈａに対し、実績値1,133万ｈａとなり、目標値を概ね達成

している。

また、これにより水源のかん養や山地災害の防止等の公益的機能の十

全な発揮が図られていることから、本事業は「山地災害等の防止」を達

成する上で、有効な手段である。今後も、本施策を継続して実施するこ

とにより、最終的な目標値を達成することが見込まれる。

(3)効率性 保安林の指定は私権の制限を伴うものであり、森林法の規定により、

当該制限を必要最小限度のものとしなければならないため、指定箇所ご

との現況調査等が必要である。また、指定後の保安林において、指定目

的に即した機能を十全に発揮させるため、不適切な伐採等があった場合

に迅速な是正措置が講じられるよう、一定の管理水準を確保することも

必要である。このため、同調査等を行わなければ、保安林の計画的な指

定やその後の適切な管理を確保することができず、目標を達成すること

ができない。

農林水産大臣の権限に属する民有保安林の指定・解除や指定施業要件

の変更、保安林の損失補償評価調査、特定保安林の指定のための調査、

保安林の適正管理に関する事務は、保安林の現地事情に精通し、かつ保

安林制度に基づく規制を一元的に担っている都道府県に委託して実施す

ることにより効率的な実施が可能となる。

また、保安林は伐採の制限等国民の財産権の制約を伴うため、全国的

に統一された公平な運用が必要であり、このうち都道府県知事の権限に

属する事務は、保安林の立地条件等地域の実状に精通した都道府県と国

が協力して全国で統一した手法により実施する必要がある。このため、

引き続き現行の森林法の規定に基づく補助事業により実施することが適

当である。

さらに、保安林の損失補償は森林法の規定に基づき国又は都道府県が

直接実施しなければならないとされている。

なお、近年、保安林において、残土の投棄、無許可伐採・開発等の違

法行為や局所的な集中豪雨の頻発に伴う崩壊地が発生しており、保安林
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の機能の持続的な発揮に支障が及ばないよう必要な対策を適時適切に講

じることが必要であり、保安林の現況や管理に関する情報を体系的かつ

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。

(4)その他 地球温暖化防止のための京都議定書において、日本は、CO2削減目標

(公正性､優先性等) 6.0％のうち、3.9％を上限として森林による吸収量を算入することが認

められている。当該上限まで森林吸収量を確保するためには、我が国森

林の４割（平成１６年度末現在）を占める保安林を吸収量の算定対象と

することが条約事務局に認められる必要があり、そのためには森林法に

基づく立木の伐採・転用規制により、保安林が適切に管理されているこ

とが制度的に担保され立証できる必要がある。

また、違法伐採木材対策に関し、グリーン購入法に係る「木材・木材

製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」により、政府

調達木材等における合法的な伐採に係る証明等の取組が始まっている

が、政府調達木材以外の分野においても、今後、さらに体系的な対策を

展開していくことが必要である。

政策手段の改善の 本事業は、森林法の規定に基づく法施行事務を実施するためのもので

必要性、その内容 あり、その実施により、森林の有する水源のかん養、災害の防備、環境

及びその理由 の保全等の公益的機能の発揮のため特に必要な森林の保安林指定や保安

林の適正な管理が確保され、森林の公益的機能が十全に発揮されていく

ものである。

本事業の実施により、「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」の現時点の目標は概ね達成しているものの、事業を更に

継続して実施しなければ最終的な目標を達成できないことから、引き続

き、計画的な保安林の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。

政策評価総括組織 (1) 必要性

（企画評価課長） 我が国の森林の４割を占める保安林の整備・管理を行う本事業は、水

の所見 源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等

を確保するため、国が一定の関与を行う必要性は認められる。

(2)有効性

保安林制度により永続的な森林として維持されるべき面積は昨年度よ

り増加し、概ね目標に達していることから、一定の有効性は認められる。
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しかしながら、保安林において、残土の処理、無許可伐採・開発等の

違法行為などが発生しており、引き続き、これらに対する必要な措置を

検討する必要がある。

(3)効率性

国と都道府県とが役割分担を明確にした上で、一体的に実施しており、

一定の効率性は認められる。

また、保安林の適切な管理については、保安林が約２０万箇所に指定

されており多大な時間も労力もかかることから、効率性の改善が求めら

れた。こうしたことから、平成１７年度から、衛星画像を利用した現況

把握等の新技術を活用し、効率的に行うこととしている。

しかしながら、保安林管理情報については、国有林と民有林を通じた

整備が必ずしも十分ではない面もあることから、国有林と民有林の管理

情報の一体的な整備等により事業の効率性の改善を行う必要がある。

(4)総括所見

（効率性の改善）

我が国の森林の４割を占める保安林の整備管理事業については、水源

のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等を

確保するため、国が一定の関与を行う必要性は認められ、目標も達成し

ていることから有効性も認められる。

しかし、保安林の適切な管理については、平成１７年度から新技術を

活用するなど有効性及び効率性の改善がおこなわれたものの、保安林の

機能をより効果的に発揮させるため、今後は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

な管理を一層推進し、さらに効率性を改善すべきである。

評価会委員の意見



政策手段：保安林整備管理費

森林の保全等の公益的
機能の発揮が必要な森
林を保安林に指定し、
適正な管理を行い、保
安林制度により永続的
に森林として維持され
るべき保安林を確保、
保安林機能の維持・増
進を図る

保
安
林
制
度

保安林整備管理事業の実施

・保安林制度により永続的に森林として

維持されるべき保安林の確保

・保安林機能の維持・増進

＜政策分野の目標＞
山地災害等の防止

森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮

（全国森林計画に基づく計画的な保安林の指定）

（森林法に基づく義務的経費）

保安林の指定

保安林の

適正な管理
伐採・土地の形質変更行為等

の制限・植栽義務等
監督処分

・罰則

保安林制度による規制措置の適正な運用


