
政策評価結果書の要旨

【政策分野】

林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進

【政策分野全体の目指す姿】

林業・木材産業の健全な発展と木材利用の推進による林産物の供給及び利用の確保を図る。

【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）

厳しい林業情勢の中でも効率的・安定的に林業を営むことができる林業経営体・事業体を将来（平成22

年度）の素材生産量及び造林・保育面積の相当部分を担うことができる数に育成・確保する。

目標①：望ましい林業構造の確立
目標値：2,600（H17年度） 実績値：2,500（推定値） 達成状況：50% 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1) 望ましい林業構造の確立を図るために ○効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体

析・改善 は、「効率的かつ安定的な林業経営」を ・ 事業体数

の考え方 担い得る林業経営体・林業事業体の育成

・確保に向け、林業の採算性の改善、事

業量の確保等の取組を推進する必要があ
る。

(2) 今後、「効率的かつ安定的な林業経営」

を担い得る者、経営規模の拡大を目指す

者等を対象として、林業生産活動に必要

な経費の削減と事業量の確保、需用者ニ

ーズに対応した素材の供給といった取組

を推進していく必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）
消費者ニーズに応える製品を安定的に供給するため、木材産業の構造改革を進めるとともに、木材を使

うことの意義（森林による二酸化炭素の吸収・貯蔵の促進による地球温暖化防止への貢献等）について広
く国民の理解を得ることなどにより、地域材の利用を拡大する。

目標②：木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進

目標値：20,831千m3 （H17年） 実績値：18,238千m3（見込値） 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1) 地域材の供給・利用量は、大型製材工

析・改善 場の供給能力拡大、合板分野での利用拡 ○地域材の供給・利用量

の考え方 大、国産材製品利用に対する企業や消費

者の認識の拡大等から、平成15年以来３

カ年連続での増加が見込まれているもの

の、木材供給については、低コスト化、

製品の品質向上、ロットの拡大等木材産

業の構造改革、木材利用については、地

球温暖化防止対策としての森林吸収源対

策についての普及啓発を一層推進する等

の取組が必要である。

(2) 地域材の供給・利用量の拡大を推進す

るために、木材供給については、品質・

性能の確かな木材製品を低コストで大量

・安定的に供給する体制の構築等により
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、木材産業の構造改革を一層推進すると

ともに、木材利用については、地域材利

用の意義等についての国民への普及啓発

等により、地域材の一層の実需拡大に取

り組むこととする。

【政策分野の総合的な評価】

・ 林業・木材産業の健全な発展と木材利用の推進による林産物の供給及び利用の確保を図るためには、効

率的かつ安定的に林業を営む林業経営体及び事業体が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立すること

と、消費者のニーズに即した林産物が供給されるとともに、その消費が増進されることが不可欠である。

・ このような中、望ましい林業構造の確立については、林業経営体・林業事業体をさらに育成・確保して

いく必要がある。

・ また、地域材の供給・利用量については、更なる地域材の供給・利用の拡大を図ることが必要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/13_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



- 1 -

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 林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進

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：林野庁経営課、木材課、計画課、整備課、研究・保全課、

業務課

政策分野の全体 林業・木材産業の健全な発展と木材利用の推進による林産物の供給及び利用
の目指す姿 の確保を図る。

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．厳しい林業情勢の中でも効率 ①望ましい林業構造の確立 統計調査

的・安定的に林業を営むことが

できる林業経営体
注１
・事業体

注２
指 標：効率的かつ安定的な林業経営を 農林業センサスの農

を将来（平成22年度）の素材生 担い得る林業経営体・事業体数 林業経営体調査

産量及び造林・保育面積の相当 を増加させる。

部分を担うことができる数に育 目標年次：平成２２年度

成・確保する。 目 標 値：２,８００

（基準：平成12年度：2,400→目標：平成22年度：2,800）

２．消費者ニーズに応える製品を ② 木材産業等の健全な発展及び林産物の利用 統計調査（木材統計

安定的に供給するため、木材産 の促進 調査等）

業の構造改革を進めるととも

に、木材を使うことの意義（森 指 標：地域材の供給・利用量を拡大す 木材統計調査等を基

林による二酸化炭素の吸収・貯 る。 に林野庁が集計公表

蔵の促進による地球温暖化防止 目標年次：平成２２年 している木材需給表

への貢献等）について広く国民 目 標 値：２５,０００千㎥ より国産材需給量を

の理解を得ることなどにより、 集計

地域材の利用を拡大する。 （基準：平成12年：19,055千㎥→目標：平成22年：25,000千㎥）
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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

(関係箇所) 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

目標年度 平成２２年

目標値 木材の供給・利用目標：２,５００万㎥

〔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、林業の持続的かつ健全

な発展を図ることが重要である。このため、林業の担い手確保、望ましい林業構造の確立、国民の需要

に即した林産物の供給及び利用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：
森林・林業基本法の第３条を基に、「林業・木材産業の健全な発展と木材利用の推進により、林産物の

供給及び利用の確保を図る。」とする。

目標：
法第４章の「林業の持続的かつ健全な発展に関する施策」、第５章の「林産物の供給及び利用の確保に

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 望ましい林業構造の確立

効率的かつ安定的な林業経営を担い得る人材の育成及び確保、林業就業者の確保、特用林産の振興、

林業技術の開発及び普及、災害による損失の合理的な補てんを総合的に実施することにより、厳しい林

業情勢の下においても高い生産性と収益性を確保し、効率的かつ安定的に林業を営む林業経営体及び事

業体が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立することが、林業の持続的かつ健全な発展に資するこ

とから、目標とする。

また、この成果を把握するため、平成22年度において、効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業

経営体・事業体による事業が国内の素材生産量、造林・保育面積の約６～７割のシェアとなるよう、基

本計画の木材の供給・利用目標を踏まえ、これらの林業経営の担い手数を2,800とすることを数値目標と

した。

なお、この数は17年度については農林業センサスにより把握可能であるが、農林業センサスの実施さ

れない年の実績評価については、17年度政策の評価結果を踏まえた上で、代替目標を設定し、評価を行

うこととする。

目標② 木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進
林業の持続的かつ健全な発展のためには、木材産業等の健全な発展により、消費者のニーズに即した

林産物が供給されるとともに、国民の理解を深めることや新たな木材加工技術の開発・普及などにより

その消費が増進されることが不可欠であること、また、持続的な森林経営（輸出国の森林の機能を損な

うことがないような木材輸入を図ることを含む）により供給された林産物が適切に利用されることによ

って、その収益が森林に再投資され、新植→保育→間伐→主伐というプロセスが行われることが重要で
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あることから、目標とした。

また、この成果を把握するため、基本計画における平成22年の木材供給・利用量の目標を数値目標と

して設定した。

この、木材供給・利用量2,500万ｍ
３
は、森林の有する多面的機能の発揮や木材の供給及び利用の確保

のために関係者が取り組むべき課題が解決され「水土保全林」、「森林と人との共生林」及び「資源の循

環利用林」の区分にふさわしい森林の施業
注３
が実施され、木材利用推進の課題及び木材産業の課題が解

決された場合に実現可能な木材の供給・利用量に基づき設定しており、「京都議定書目標達成計画」にお

いても、森林吸収源対策の取り組みのひとつとして木材供給・利用量の目標値として設定している。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① 望ましい林業構造の確立

・基準値及び算出方法

基準値：２,４００（12年度）

算出方法：

平成22年度において効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体
注１
・林業事業体

注２
による

事業が我が国の素材生産量、造林・保育面積の約６～７割のシェアとなるよう、森林・林業基本計

画の「木材の供給・利用目標」2,500万㎥を踏まえ、これらの担い手数については合計2,800を目指

すこととする。

達成率の計算方法

H17年度実績値 基準値(H12) H17年度目標値 基準値(H12)

・達成率（％）= ( ○○○○ － 2,400 ) ÷ ( 2,600 － 2,400 ) ×100

注１ 平成22年度における効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体

林 家：保有森林規模100～500haの林家のうち、自営(家族従事者のいる)林家

及び保有森林規模500ha以上の林家 １４百戸

会社経営体：保有森林規模500ha以上の会社 ３百戸

２ 平成22年における効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業事業体

造林・素材生産総合型：年間素材生産量５千ｍ
３

以上、造林・保育面積３百ha以上

素材生産主体型 ：年間素材生産量９千ｍ
３

以上

造林事業主体型 ：年間造林・保育面積４百ha以上

合計１１百事業体

・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。

当該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％以上の場合をＡ、５０％未満の場合をＣ、それ以外の場合をＢとする。

目標② 木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進

・基準値及び算出方法

基準値：１９,０５８千ｍ
３
（12年）

算出方法：
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「森林・林業基本計画」においては、平成22年の木材の供給・利用量(目標)は25,000千ｍ
３
となっ

ていることから、過去10カ年間のトレンドが平成22年に25,000千ｍ
３
に到達するよう、年を変数とす

る二次曲線を作成し、各年の目標値を計算する。

・達成状況の判定方法

毎年の目標値を上回った場合をＡ、すう勢値を下回った場合をＣ、それ以外をＢとする。

※目標の実績値を計測する統計の種類及び時期

林野庁「木材(用材)需給見通しの見直し」の需給見通し数値。
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実績評価（目標値と実績値の推移）

目標① 望ましい林業構造の確立

○効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体・事業体数

目標② 木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進

○地域材の供給・利用量

※H12～16は、「木材需給表」による実績値。（輸出した丸太を「国内生産丸太」に含めたため、H12～15の数値は昨

年の公表値とは異なる。昨年の公表値は〈 〉書。）

【参考データ】

目標① 望ましい林業構造の確立

○林業経営改善計画の新規認定者（個人・会社等）数

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

認定者数 34 28 59 43 28 27 (22)

出典：林野庁業務資料
○森林組合に占める中核組合の割合

１４ １５ １６ １７

森林組合数 990 970 905 844

中核組合数 190 222 239 279

指数（％） 19 23 26 33

出典：林野庁業務資料
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○素材生産の労働生産性 （ｍ
３

／人日）

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

労働生産性 4.0 4.1 4.1 4.4 5.0 5.4 19年3月

出典：林野庁業務資料
○林業就業者数 （単位：万人）

１２ １７

林業就業者数 ７ 18年7月

出典：林野庁業務資料

○新規就業者数 （単位：人）

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

新規就業者数 2,065 2,314 2,290 2,211 4,334 3,538 18年7月

出典：林野庁業務資料

○林業労働災害件数 （単位：件）

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

労働災害件数 2,914 2,773 2,633 2,531 2,572 2,392 2,171

出典：林野庁業務資料

○きのこ類の生産量 (単位：万t）

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

生 産 量 38.4 36.8 37.1 36.7 39.5 40.6 (41.6)

出典：林野庁業務資料

○森林国営保険事業実績（損害てん補実績） （単位：件数、損害額:千円、支払額:千円）

１２ １３ １４ １５ １６ １７

件 数 7,884 5,329 3,836 3,692 3,709 7,543

損 害 額 3,586,584 2,239,724 1,575,264 1,316,488 1,646,792 3,622,180

支 払 額 1,374,057 990,416 627,373 683,890 888,034 2,246,143

出典：林野庁業務資料

目標② 木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進

○国産材の供給・利用量 （単位：千ｍ
３

）

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

用 材 18,022 16,759 16,077 16,155 16,555 (17,459)
〈18,019〉 〈16,757〉 〈16,075〉 〈16,148〉

薪炭材 233 213 190 181 169 (169)

しいたけ原木 803 718 653 634 610 (610)

合 計 19,058 17,690 16,920 16,970 17,333 (18,238)
〈19,055〉 〈17,688〉 〈16,918〉 〈16,963〉

出典：林野庁「木材需給表」ほか。
注：１）H12～16は、「木材需給表」による実績値。（輸出した丸太を「国内生産丸太」に含めたため、H12～15の数

値は昨年の公表値とは異なる。昨年の公表値は〈 〉書。）

２）H17は見込値であり、用材については、「平成18年木材（用材）需給見通し」(平成18年3月30日公表)の値。
薪炭材及びしいたけ原木については、H16の実績と同様に推移するものと仮定。

３）数値の合計値は、四捨五入のため一致しない場合がある。
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○製材工場規模別素材入荷量推移 （単位：千ｍ
３

、％）

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

7.5～150kw 10,502 9,271 8,263 7,780 7,267 (6,593)

150～300kw 5,154 4,452 4,099 3,967 3,859 (3,637)

300kw以上 10,870 10,156 9,959 10,110 10,579 (10,724)

合 計 26,526 23,879 22,321 21,857 21,705 (20,954)

300以上割合 41.0 42.5 44.6 46.3 48.7 (51.2)

平成12年～平成16年については木材需給報告書、平成17年については製材基礎統計および平成15年から平成16年の
トレンドによる。

○製材工場規模別従業員数 （単位：人）

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

7.5～150kw 48,363 43,712 40,239 37,657 34,709 (31,996)

150～300kw 12,020 10,807 10,159 9,128 8,768 (8,403)

300kw以上 13,242 12,493 11,974 11,808 11,641 (11,450)

合 計 73,625 67,012 62,372 58,593 55,118 (51,849)

平成12年～平成16年については木材需給報告書、平成17年については製材基礎統計および平成15年から平成16年の
トレンドによる。

○製材工場規模別生産性推移（素材入荷量÷従業員数） （単位：ｍ
３

／人年）

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

7.5～150kw 217 212 205 207 209 (206)

150～300kw 429 412 403 435 440 (433)

300kw以上 821 813 832 856 909 (937)

全 体 360 356 358 373 394 (404)

○建築用製材品の人工乾燥材生産の割合 （単位：％）

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

乾 燥 材 割 合 13.7 14.5 16.7 19.6 21.5 (23.3)

出典：林野庁業務資料

○集成材・合板用素材の地域材利用量 （単位：千ｍ
３

）

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

地域材利用量 501 535 667 793 1,029 1,341

出典：林野庁業務資料

○国有林の収穫量 （単位：万ｍ
３

）

１６ １７ １８ １９ ２０

収 穫 量 407 (520)

出典：林野庁業務資料
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○技術開発成果の活用状況 （単位：課題数）

13年度修了課題 14年度修了課題 15年度修 16年度修
了 了

14 15 16 17 15 16 17 16 17 17

実用化されているもの 4 4 6 (6) 9 19 (20) 3 (4) (4)

実用化するための実証展示の段階のもの 4 4 4 (4) 10 5 (4) 3 (2) (6)

実用化するための予備試験を実施中のもの 6 6 4 (4) 12 7 (7) 2 (2) (3)

実質的な活用なし

合 計 14 14 14 (14) 31 31 (31) 8 (8) (13)

出典：林野庁業務資料

※（ ）の数字は見込値。

〔その他参考データ〕

○主要学会誌等掲載論文数（林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進関連部門）

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

論 文 数 247 205

出典：林野庁業務資料

≪用語解説≫

注１ 林業経営体 林地の所有、借入などにより森林施業を行う権限を有する世帯、会社等

注２ 林業事業体 他者からの委託または立木の購入により造林、伐採などの林内作業を行う森林組合、

素材生産業者等

注３ 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
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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
望ましい林業

構造の確立 本年度の目標値 2,600

本年度の実績値 2,500（推計値）※

達成状況 50％※ 達成ランク Ｂ※

基準値 2,400（12年度）

50%＝（2,500－2,400）÷（2,600－2,400）×100

※ 「効率的かつ安定的な林業経営」を担い得る林業経営体
注１
・林業事業体

注２
の実績

値については、2005年農林業センサスを用いて把握することとしているが、2005年

農林業センサスの調査対象が、2000年農林業センサスの調査対象「保有面積１ha以

上の森林所有者」から「保有面積３ha以上で過去１年間に森林施業
注３
を行った森林

所有者」に変更されたことから、「効率的かつ安定的な林業経営」を担い得る林業経

営体の一部について比較の基準となる2000年農林業センサスの値（基準値）と比較

することができない。

このため、これらの者については、2000年農林業センサスの数値の中から「過去

１年間に森林施業を行った森林所有者」を抽出し、2005年農林業センサスと比較・

推計した。

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 「効率的かつ安定的な林業経営」を担い得る林業経営体・林業事業体のうち、林

業経営体については、平成12年度の1,700から100増加（推計値）したものの、林業

事業体数については同数の700事業体となった。

・ これは、林業経営体については、所有森林面積規模の大きな自営林家が増加し、

林業事業体については、全体事業量が減少する中で、「効率的かつ安定的な林業経営」

を担い得る規模にある林業事業体は全体として事業規模が維持されているものの、

中小規模の林業事業体の事業規模の拡大が十分に図られなかったことによるものと

考えられる。今後、これらの層の林業事業体の事業規模の拡大等、「効率的かつ安定

的な林業経営」を担い得る林業事業体の育成・確保に向けた取組を推進する必要が

ある。

・ なお、「効率的かつ安定的な林業経営」を担い得る林業経営体・林業事業体数の目

標は、これらの者による事業が平成22年の我が国の素材生産量、造林・保育面積の

約６～７割のシェアとなるよう設定したものであり、これらの者のシェアを見ると、

素材生産で約５割、造林・保育で約６割と平成12年度より１～２割拡大している。

・ また、素材生産を行った事業体について、素材生産規模別の生産性を見ると、「効

率的かつ安定的な林業経営」を担い得る者の層（5,000ｍ
3
以上）では、平成12年の

4.1m
3
/人・日(2000年農林業センサス）から平成17年の5.9m

3
/人・日（2005年農林業

センサス）へ約４割向上している。

・ これらのことから、安定的な林業経営と林業生産活動の効率化が図られつつある

と考えられるが、望ましい林業構造の確立を図るためには、「効率的かつ安定的な林

業経営」を担い得る林業経営体・林業事業体の育成・確保に向け、林業の採算性の

改善、事業量の確保等の取組を推進する必要がある。
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改善・見直しの方向

・ 今後、「効率的かつ安定的な林業経営」を担い得る林業経営体・林業事業体の育成

・確保を図るために、「効率的かつ安定的な林業経営」を担い得る者、経営規模の拡

大を目指す者等を対象として、施業等の集約化の促進、路網整備と一体となった高

性能林業機械の活用による低コスト作業システムの普及等により、林業生産活動に

必要な経費の削減と事業量の確保、需要者ニーズに対応した素材の供給といった取

組を推進していく必要がある。

・ なお、平成18年度の目標設定については、センサス調査が５年に一度であること

を踏まえ、代替目標等も考慮に入れた検討を行っていく。

目標② 目標値、実績値、達成状況
木材産業等の

健全な発展及び 本年度の目標値 20,831千㎥
林産物の利用の 本年度の実績値 18,238千㎥（見込値）

促進 達成状況 H17年度のすう勢値15,822千㎥から2,416千㎥増加 達成ランク Ｂ

基準値 19,058千㎥(12年)

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、Ｂとなった。

・ これは、実績見込値が対前年比105％の18,238千ｍ
3
となり、すう勢値の15,822千ｍ

3

を上回ることになったものの、目標値の20,831千ｍ
3
には達しなかったことによるも

のである。

・ 地域材の供給・利用量は、大型製材工場の供給能力拡大、合板分野での利用拡大、

国産材製品利用に対する企業や消費者の認識の拡大等から、平成15年以来３カ年連

続での増加が見込まれている。

・ しかしながら、木材供給については、木材産業の流通体制が多段階で流通・加工

のロットが小さいことや、資本力や経営力に乏しく転廃業コストの確保が困難な小

規模製材工場の再編が進まないこと等による流通・加工段階でのコストのかかりま

し等の状況があることから、低コスト化、製品の品質向上、ロットの拡大等木材産

業の構造改革を確実に推進する必要がある。

・ 木材利用については、木材・木質バイオマス利用の意義に関する理解を得るため

の取組が不足していることなどから、地球温暖化防止対策としての森林吸収源対策

について企業や消費者に対する普及啓発を一層推進することや、林地残材のバイオ

マス利用等の木材の多角的利用の拡大を図ること等の取組が必要である。

改善・見直しの方向

・ 地域材の供給・利用量の拡大を推進するために、木材供給については、木材産業

の体制整備をより一層進める必要があることから、曲がり材や間伐材等の集成材、

合板分野での利用拡大、加工・流通の低コスト化、適切な乾燥の推進、ロットの拡

大等を通じて、品質・性能の確かな木材製品を低コストで大量・安定的に供給する

体制の構築等により、木材産業の構造改革を一層進めることとする。

・ 一方、木材利用については、「木づかい運動」の国民運動的展開を通じた地域材利

用の意義や地域材の良さについての国民への普及啓発、地域材供給者と住宅生産者

の連携の促進等による住宅への地域材利用の促進、木質バイオマスのエネルギー利

用など多角的利用の推進により、地域材の一層の実需拡大に取り組むこととする。
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総合的な所見 ・ 林業・木材産業の健全な発展と木材利用の推進による林産物の供給及び利用の確

（各局政策評価 保を図るためには、効率的かつ安定的に林業を営む林業経営体及び事業体が林業生

担当課長） 産の相当部分を担う林業構造を確立することと、消費者のニーズに即した林産物が

供給されるとともに、その消費が増進されることが不可欠である。

・ このような中、望ましい林業構造の確立については、素材生産量、造林・保育実

施面積全体に占める林業経営体・林業事業体の割合と素材生産の労働生産性が増加

傾向で推移しているものの、林業経営体・林業事業体をさらに育成・確保していく

必要がある。

・ また、地域材の供給・利用量を見ると、近年、堅調な伸びを示しているものの、

目標値に達していない状況にあることから、更なる地域材の供給・利用の拡大を図

ることが必要である。そのためには、加工・流通の低コスト化等といった木材産業

の構造改革を進めるとともに、実需拡大に向けた地域材に対する国民への普及啓発

や木材の多角的利用を進めていく必要がある。

【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り、改善の方向を踏まえて、施策への見直し・反映に努めるべきである。

地域材の供給・利用量については、合板や集成材への国産材利用の増加等により3年連続で増加している

ものの、本来の目標に対しては依然として達成していない。

今後、利用可能な高齢級の森林が急激に増加し、一層の利用の拡大が必要であることから、品質・性能

の明確な製品を大量・安定的かつ低コストで供給することを求める需用者ニーズに対応できるよう、加工

技術の向上等による輸入材に負けない製品の開発を進めるとともに民有林と国有林を通じた生産から加工

・流通までの一体的な安定供給体制を整備するなど林業・木材産業の構造改革を加速度的に進める必要が

ある。

【評価会委員の意見】
○環境のためにもなり、間伐などの取組を行っている林家も中にはいると思うが、やはり経営が成り立つ

ことが大事である。（田中委員）

○森林の整備については、間伐しても木材を森林内から搬出するコストが掛かる。搬出する経費に対する

直接的な助成をしたらどうか。

○また、木材の利用については、木材を使用した公共施設には助成があるが、備品も助成の対象とできないか。

○ペレットストーブのストーブの性能とペレットの供給がうまくかみ合っていない状況にあるようだ。効

果が上がるような基盤整備が必要ではないか。

○ラベルにより消費者に情報を発信することは有効だと思うが、木材のＪＡＳは現状では消費者になかな

か見えていない。消費者に対する広報の仕方を工夫する必要があるのではないか。（長谷川委員）

○林業が産業として成立することが大事であり、国産材に付加価値がつくような技術開発の取組が重要で

ある。（永石委員）

○木の持つぬくもりやあたたかさ、スローライフへの関心の高まりなど施策への追い風が吹いているにも

かかわらず、森林や林業の現状や課題が国民に近いものになっていない。「木づかい運動」もなかなか浸透

していない。消費者へのＰＲをもっと工夫するとともに、家具など消費者に近い産業との連携を検討しな

ければならないのではないか。(合瀬委員）

○林業にかかわる課題は、時間軸、空間軸という二つの基本視点を踏まえて推進しなければならない。そ

ういう視点をぜひ踏まえて実施して欲しい。（今村委員）



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 望ましい林業構造
の確立

林業生産流通振興事業
費補助金

研修修了者の本格就業
移行率：80%
（平成17年度）

7,057

　新規就業者の確保・育成を図る
ため、緑の雇用担い手育成対策
事業により、森林整備の担い手と
して必要な専門的技能・技術を習
得させる実地研修等を実施した。

本格就業移行率：92%

林業生産流通振興民間
団体事業費補助金
（うち多面的機能高度発
揮総合利用システム開発
事業費を除く）

・経営指導マニュアル等
の調査成果の専任指導
員への普及率
目標：100%(毎年度)

・全森連の監査を受けた
県森連の数
目標：34%(平成15年度)→
40%(平成20年度)

87

・経営指導マニュアル等の調査成
果の専任指導員への普及を図っ
た。
普及率：100%

・全森連の県森連への監査、県
森連の森林組合への監査等を実
施した。
全森連の監査を受けた県森連の
数：31%

林業普及指導事業交付
金

指導林家一人当たりの年
平均活動日数
目標：７日(平成15年度)→
10日(平成20年度) 2,999

林業普及指導事業交付金を交付
し、森林所有者等に対し、林業に
関する技術及び知識の普及等を
行った。
指導林家平均活動日数：7日

強い林業・木材産業づくり
交付金のうち
望ましい林業構造の確立

効率的かつ安定的な林業
経営を担い得る林業経営
体・事業体の増加

7,809
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。

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

新規林業就業者の確保・育成を図るた
めの実地研修等の実施

森林組合等の経営の健全化のための経
営改善支援活動の推進

実績評価（政策手段シート）

分野の目標等

林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進

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

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見



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
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

林業振興対策調査等委
託費のうち
林業労働災害防止機械・
器具等開発改良事業費

労働災害件数：第10次労
災防止計画期間（H15～
19）の労働災害件数の9
次の総件数に対する減少
率

目標：20%減

39

　労働災害を防止するための最
新の技術等を取り入れた機械・器
具等の開発・改良を実施した。
　
　労働災害件数：2,171件

林業生産流通振興地方
公共団体事業費補助金の
うち
林業就業促進資金造成
費

資金造成額に対する貸付
残高割合
目標：70%(平成20年度) 20

　新たに林業に就業しようとする
者の円滑な就業を図るため、就
業準備に必要な資金の貸付を実
施した。
　貸付額：0.3億円

強い林業・木材産業づくり
交付金のうち
林業担い手等の育成確保

林業就業者数の増加

7,809
の内数

　林業就業者の確保・育成を図る
ため、リーダーとなる林業就業者
の養成、林業労働災害防止のた
めのセミナー等を実施した。
林業就業者数：7月公表予定
　（国勢調査データ）

林業生産流通総合対策
事業推進費補助金のうち
特用林産振興対策事業
費

きのこ類の生産量
目標：41.2万トン(平成22
年度)

50

　きのこアドバイザー養成研修や
特用林産物フェア等需要拡大に
向けた取組の実施により、平成17
年におけるきのこ類の生産量が
前年比102%の41.6万トン（見込
値）となり、平成22年度の目標
（41.2万ﾄﾝ）に対して101%の達成
状況となっている。

強い林業・木材産業づくり
交付金のうち
特用林産の振興

きのこ類の生産量の増加

7,809
の内数

　きのこ生産施設等の整備ととも
に、生産技術の向上、コスト削減
等に向けた研修や消費者との関
係を強化するための普及啓発活
動等の実施より、平成17年におけ
るきのこ類の生産量は、前年度よ
り約1万t増加し、41.6万t（見込
値）となった。

・リーダーとなる林業就業者の育成
・林業労働災害防止のためのセミナー
等の実施

・特用林産物の需要拡大を図るための
全国規模でのPR活動や大消費地での
フェアの開催等の実施

・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

・特用林産物の消費・流通対策、特用林
産技術の高度化等を促進

新たに林業に就業しようとする者に対す
る資金の貸付

林業労働災害防止機械器具等の開発
改良



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
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

独立行政法人森林総合
研究所運営費交付金（う
ち林業経営関連部門） 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（うち林業経営関連部
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。

農林漁業金融公庫資金

－
貸付計画額

61,060
の内数

　造林等に必要な資金の貸し付
けを行った。
（実績値7月末とりまとめ）
（参考H16年度3,337件）

　林産物の生産等に必要な資金
の貸付を行った。
（実績値7月末とりまとめ）
（参考）H16年度10件

林業・木材産業改善資金

－
貸付枠
10,000
の内数

　林業者・木材産業事業者等が
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。
（実績値7月末とりまとめ）
（参考）H16年度369件、28億円

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

林業・木材産業経営の改善及び林業従
事者の福祉向上のための中・短期の無
利子資金の貸付

（②）

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

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
特用林産物の生産等施設の取得にかか
る資金の貸付



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
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

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（林業経営基盤強化
法）

－
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。
（平成17年度実績（見込値）：貸
付件数2,537件、貸付額567億
円）

森林保険特別会計
森林保険費等歳出費

－ 5,685

　17年度は22．5億円程度の保険
金の支払を行った。

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

－ －

実績なし。

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

－ －

　入会林野等に係る権利を消滅
させ、所有権等の近代的権利を
設定し、整備を行った。

森林法（普及指導事業制
度）

－ －

　本法に基づき、47都道府県に
30億円の林業普及指導事業交付
金を交付し、森林所有者等に対
し、林業に関する技術及び知識
の普及等をおこなった。

林業・木材産業改善資金
助成法

－ －

　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。

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

（②）

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。

都道府県に林業普及指導員を置き、こ
れらの者が、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

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

（②）

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。

・都道府県知事による林業経営改善計
画の認定

・森林の所有権の移転や施業等のあっ
せん等



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
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

森林組合法

－ －

　森林組合等の健全な発展を図
るため、森林組合法の一部を改
正し、森林組合及び森林組合連
合会の事業範囲の拡大及び組合
員等以外の者の利用の制限の緩
和を行うとともに、森林組合の准
組合員資格者の拡大及び合併等
に関する規定の整備を行った。

林業労働力の確保の促進
に関する法律

－ －

　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
針を定めている。
　また、全都道府県において基本
計画が策定されている。

森林国営保険法

－ －

　本法に基づき、17年度におい
て、森林の災害に対し、7千5百件
程度の損失補てんを行った。

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）

－ －

　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。

・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

・林業労働力確保支援センターによる高
性能林業機械の貸付等

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。

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。



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
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

所得税の特例

－ －

・労確法の割増償却
実績なし。

・基盤強化法による特別控除
実績なし。

法人税の特例

－ －

・労確法の割増償却
2事業体で適用された。

・基盤強化法の特別控除
実績なし。

不動産取得税の特例

－ －
実績なし。

・林業労働力確保支援センターと共同に
よる、労確法に基づく改善計画に従って
経営及び雇用管理の改善を行う者の林
業機械等の割増償却

・林業経営基盤強化法に基づくあっせ
んにより林地を譲渡した者に対する特別
控除

・林業労働力確保支援センターと共同に
よる、労確法に基づく改善計画に従って
経営及び雇用管理の改善を行う者の林
業機械等の割増償却

・林業経営基盤強化法に基づくあっせ
んにより林地を譲渡した者に対する特別
控除

林業経営基盤強化法に基づくあっせん
により林地を取得した者に対する課税標
準の特例



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
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

② 木材産業等の健
全な発展及び林
産物の利用の促
進

強い林業・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

7,809
の内数

　木材流通施設の近代化、林産
物の生産・加工・流通施設等58箇
所、地域材を利用した低コスト課
や耐火性能の向上などを図る先
駆的な公共施設や文部科学省と
の連携による環境に配慮した学
校（エコスクール）等の学校関連
施設等31箇所、木質バイオマスを
利用した木質ペレット製造施設や
木質資源利用ボイラー等の木質
バイオマスエネルギー供給施設
及び利用施設14箇所を整備し
た。

  住宅における地域材利用を促
進するために、42都道府県にお
いて、森林所有者から住宅生産
者までの関係者に対する説明会
等の開催、消費者等に対するセミ
ナーの開催等による普及啓発等
を実施した。

林業生産流通振興民間
団体事業費補助金のうち
林業生産流通総合対策
事業推進費補助金

565

　木材供給の高度化等に要する
機械設備や木材乾燥、設備導入
に対してそのリース料に対する助
成を２１台実施した。

　地域における木材利用を技術
的に支援するとともに、その成果
等の普及のため、２１都県におい
て大工・工務店等に対する講習
会等を実施した。

・木材加工流通施設、公共施設、エネル
ギー利用施設等の整備

・地域材の普及啓発、川上川下の連携
の構築、木材教育活動等の実施

地域材の供給・利用量の
増加

木材（国産材）の供給・利

用量　2,500万ｍ3

（平成22年度目標）

・環境対策や生産・加工・流通の合理化
に係る機械開発、設備導入、技術開発、
普及啓発等を促進

・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



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
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

林業生産流通総合対策
事業推進費補助金のうち
持続可能な開発対策事業
費

223

　地域材を利用する意義の浸透
を図るためのシンポジウムを4箇
所、地域材製品利用の優良事例
等を紹介する企業向けセミナーを
2箇所、エコ消費活動グループと
連携したシンポジウム等を4箇所
で開催するなど地域材利用に係
る提案を実施した。

　木材生産国において導入可能
な木材トレーサビリティ技術を開
発するため、検討委員会を3回開
催するとともに、インドネシアにお
いて現地調査を実施した。

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
地域材利用拡大推進

19

　地域材の利用拡大に資する木
質材料の新用途開発等3課題を
実施した。

林業信用保証事業交付
金

平成15年10月から平成19
年3月までの決算を通じて
の林業信用保証勘定の
収支の均衡(損益ベース)

590

　農林漁業信用基金の林業信用
保証事業が円滑に実施された。

H17年度（見込値）
保証件数：1,937件
保証額：431億円
収支状況：8億円の黒字（損益ﾍﾞｰｽ）

農林漁業信用基金の林業信用保証事
業の円滑な実施

・地域材が幅広い層からの実需に結び
つくようキャンペーン活動、フェアの開
催、木質ペレットの規格化等を実施

・木材トレーサビリティ技術の開発

提案型の民間能力を活用した実用化技
術開発及びその普及の推進



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
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

林業信用保証事業費補
助金

平成15年10月から平成19
年3月までの決算を通じて
の林業信用保証勘定の
収支の均衡(損益ベース)

377

　農林漁業信用基金の業務運営
が円滑に実施された。
　
H17年度（見込値）
保証件数：1,937件
保証額：431億円
収支状況：8億円の黒字（損益ﾍﾞｰｽ）
　

販売事業に必要な経費

1,091

　管理経営基本計画に即して、

342万ｍ3の木材の販売を実施し
た。

生産事業に必要な経費

5,187

　管理経営基本計画に即して、

121万ｍ3の素材生産を実施した。

林業生産流通総合対策
事業推進費補助金のうち
木材新規用途開発促進
事業費

本事業で１課題当たり１つ
以上の新たな実用化技術
を開発(目標年：平成17年
末)

95

　大量の木質成分からセルロー
ス・リグニンを分離する実証施設
の建設、セルロース成分からアセ
トン・ブタノール等を効率的に生
産するシステムの確立やリグニン
成分を活用した製品の技術開発
を実施した。
実施課題数：３、新たに実用化し
た技術数：３

独立行政法人森林総合
研究所運営費交付金
（うち木材関連部門） 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

農林漁業信用基金の林業信用保証事
業の円滑な実施

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

木材（国産材）の供給・利

用量2,500万ｍ3

（平成22年度目標）

森林・林業に関する総合的な試験・研究
の実施

木材等林産物の販売

新たな木材利用の技術開発の推進

素材（丸太）の生産



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
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

独立行政法人森林総合
研究所施設整備費補助
金（うち木材関連部門）

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。

木材の安定供給の確保に
関する特別措置法

－ －

　各都道府県が本法律に基づ
き、木材安定供給確保事業計画
の認定を行っている。

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）

－ －

　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。

所得税・法人税共通

所得税（新住宅ローン減
税による減税）

－ －

租税特別措置法
    課税時期が翌年度となるた
め、減税実績の把握は18年度と
なる。 なお、16年度における装置
の導入実績は146件であった。

租税特別措置法第41条
    住宅取得の初期負担の軽減
により、平成１７年の新設住宅着
工戸数は124万戸となった。
   （前年比104.0%）

租税特別措置法
第10条の2,第42条の5,第68条の10
第11条の9,第44条の9,第68条の10
建設発生木材等をチップ化し、木質
ボード等に再資源化する廃木材・破砕
再生処理装置や乾燥材の生産割合を
高めるための木くず焚ボイラーの導入を
促進

租税特別措置法第４１条
住宅取得の初期負担の軽減により、住
宅建設が促進し、住宅建築分野におい
て木材需給量の増大を促進

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

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

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
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

固定資産税

固定資産税（新築住宅に
対する固定資産税の特例
措置）

－ －

地方税法附則
    課税時期が翌年度となるた
め、減税実績の把握は18年度と
なる。なお、16年度における装置
の導入実績は239件であった。

地方税法附則第16条第1項、第2
項
    住宅取得の初期負担の軽減
により、平成17年の新設住宅着
工戸数は124万戸となった。
    （前年比104.0%）

不動産取得税

－ －

　（減税実績については平成18年
度に確定予定）
平成16年度減税額　5百万円

地方税法附則第１１条第１項
木材産業の健全な発展等に資するため
木材処理加工施設等の整備を促進

地方税法附則
第１５条第１４項
第１５条第２１項
建設発生木材等をチップ化し、
木質ボード等に再資源化する廃木材・
破砕再生処理装置や乾燥材の生産割
合を高めるための木くず焚ボイラーの導
入を促進。

地方税法附則第１６条第１項、第２項
住宅取得の初期負担の軽減により、住
宅建設が促進し、住宅建築分野におい
て木材需給量の増大を促進


