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平成18年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：林野庁企画課

【施策名】
森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮 政策体系上の位置付け Ⅵ-⑪

【施策の概要＜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。

【施策に関する目標】
① 国土の保全や水源のかん養といった水土保全機能、生物の生育の場としての生態系を保全する機能及び林産
物を供給する機能等国民のニーズに応じ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1,300万炭素トン注１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
<達成目標> <18年度目標値> <実績値> <達成状況>

次の指標を満たす割合の平均を100％とする。（各 100％ 97％ 97％（Ａ）
年度） （見込み値）

(ｱ)水土保全機能
育成途中にある水土保全林（土壌の保持や保 64.46％ 63.51％ 90％
水機能を重視する森林）のうち、機能が良好に （見込み値）
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交林） 33.4％ 33.58％ 108％

などの多様な樹種・樹齢からなる森林への誘導 （見込み値）
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%）

(ｳ)森林資源の循環利用
育成林（人手により育成・維持される森林） 91.9千万m３ 91.3千万m３ 92％
において、安定的かつ効率的な木材供給が可能 （見込み値）
となる資源量を増加させる。
（基準：平成15年度：8億4千万m３→目標：平成20年度：9億6千万m３）

＜目標に関する分析結果＞
効率的な間伐等の推進、複層林注２化、針広混交林化などへの積極的な取組、低コストな作業システムに対応
する路網整備等により、達成状況は概ね良好であった。しかしながら、森林は間伐等の適正な管理を行わなけ
れば、その機能が低下することが予想されることから、引き続き適切な森林の整備等を行うことが重要である。
また、国土の保全や地球温暖化の防止、生物多様性の保全等、森林に対する国民のニーズは多様化しており、
このようなニーズに応えるための立地条件等に応じた森林の整備及び保全を引き続き進めることが必要である。
さらに、戦後造成した育成林を中心に資源は量的に充実しつつあり、国際的に木材需要が増大している今こ
そ、間伐の推進等を通じた林業の再生を図り、森林から産出される木材の活用を進めることによって、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分の２近くに当たる1,300万炭素トン（3.8％相当）を森林吸収量で確保することとされ
ており、京都議定書の第１約束期間を目前に控え、間伐等の森林吸収源対策を一層推進することが必要である。
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＜改善・見直しの方向性＞
国土保全や地球温暖化防止などの森林の有する多様な機能を持続的に発揮させるため、森林の適切な整備・

保全を通じて「美しい森林づくり」を推進するとともに、国際約束である京都議定書の森林吸収目標1,300万炭
も り

素トンの達成を目指し、以下のような取組を行うこととする。
① 間伐遅れの森林を集中的に解消し、森林吸収源対策の加速化を図るための効率的な間伐の実施及び間伐材
の利用促進などを推進
② 地域の特色やニーズ、立地条件に応じ、100年先を見据え、針葉樹による単層状態の人工林を、針広混交林
化、長伐期化等により多様な森林へと誘導
③ 水産分野や農業分野との連携により、良好な漁場環境の保全や良質な農業用水の安定的な供給に資するた
めの森林整備等の実施
等に取り組む。
また、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、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」の構築等を図ることにより、「更新→保育→収穫→更
新」のサイクルを円滑に循環させ、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注３、複
層林施業注４への誘導等を計画的に進めることとする。
なお、森林吸収源対策については、最新のデータに基づき試算した結果、現行の整備水準では森林吸収目標
1,300万炭素トンの達成が困難と見込まれることから追加的な森林整備を実施することとしており、平成19年度
以降の実績評価に森林吸収源対策の実施状況等を反映できるよう検討を行うこととする。

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
<達成目標> <18年度目標値> <実績値> <達成状況>

海外における持続可能な森林経営への寄与度を 100% 92% 92%（Ａ）
100%とする。（各年度）

＜目標に関する分析結果＞
継続事業において昨年よりも高い評価が得られたことなどにより達成状況は概ね良好であった。また、事業
の妥当性、有効性、効率性等についても高い評価が得られた。これは、事業の実施に当たり現地カウンターパ
ートとのコミュニケーションが十分図られ現地調査が適切に行われているものと推察され、現地に適した効果
的な成果を目指していることが評価されたものと考えられる。
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、人材育成、
ＣＤＭ植林注5など新たな森林・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、国際対話への
参画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。
また、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
識されており、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組を今後とも進めていく
ことが重要である。

＜改善・見直しの方向性＞
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合法木材及び認証
木材注６の普及啓発等に取り組むとともに、森林の適切な管理を促進する取組等を通じて、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・保全を進めることとする。
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。

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、荒廃地があり人家数が多い集落など
防災上特に緊急性、必要性の高い集落について重点的に保全対策を実施し、災害の未然防止を図る。

目標 ③ 山地災害等の防止
<達成目標> <18年度目標値> <実績値> <達成状況>

５年間で４千集落を対象に、周辺の森林の山地災 ５万４百集落 ５万２百集落 92％(Ａ)
害防止機能等が確保された集落の数を増加させ （見込み値）
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る。
（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）

＜目標に関する分析結果＞
平成17年の梅雨前線等による局地的な豪雨等により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
を行うとともに、より効果的な事業展開を図るため、国有林と民有林を通じた計画的な事業の実施や、流木災
害の防止対策等における砂防事業等との連携を図った事業を推進した結果、本年度の目標を概ね確保できたと
ころである。
しかしながら、平成18年においても台風や集中豪雨等により大規模な林地崩壊やこれに起因する土石流など
による人的被害を伴う激甚な山地災害が発生している状況にある。
また、林業生産活動の低迷等による整備の遅れた水源林（高齢級過密林分）の増加や人家裏山への竹林の侵
入等により、保安林注7の水土保全機能の低下が懸念される。
保安林については、平成18年度においても引き続き、水源のかん養、災害の防備、公衆の保健等森林の有す
る公益的機能の発揮が特に要求される森林について指定（平成18年度末における保安林面積は、1,174万ha（実
面積）となる見込み）しているが、森林吸収源対策にも資する天然生林注8についても一層の指定が求められて
いる。

＜改善・見直しの方向性＞
平成18・19年度に実施する山地災害危険地区の再点検により、近年の山地災害の発生形態の変化に応じた危
険性の高い箇所が把握されることを踏まえ、既存施設の有効活用、山地災害危険地区情報の再整備、大規模災
害発生時の緊急対応方策の強化等の取組を推進していくこととする。
また、近年問題となっている河川における濁水被害や竹林の拡大等による里山の荒廃も踏まえ、水源地域や
里山等に存する荒廃森林の整備を推進し、森林の有する水土保全機能を発揮させることとする。
保安林については、地球温暖化防止に向けた森林吸収源対策にも資する天然生林の保安林面積の確保が必要
となっていることを踏まえ、計画的な指定を行うこととする。また、間伐等の森林施業注9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注10に指定し計画的な森林整備を進めることや、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ことにより、その機能の持続的な発揮を確保していくこととする。

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」レベルにすると
ともに、他の森林病害虫やシカ等の野生鳥獣による森林被害等を防止し、健全な森林の維持を図る。

目標 ④ 森林病害虫等の被害の防止
<達成目標> <18年度目標値> <実績値> <達成状況>

松くい虫の被害について、保全すべき松林を有す 100％ 67％ 67％（Ｂ）
る都府県のうち、保全すべき松林が適正に保全さ （見込み値）
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）都府県の割合を100％と
する。
（各年度）

＜目標に関する分析結果＞
新たに被害率が１％未満の「微害」に抑えられた県が２県あったものの、新たに被害率が１％以上となった
県が２県あったことにより、前年度と同様の達成状況となった。
しかしながら、被害率の全国平均は、前年度に比べて平成18年度は低くなっており、目標に向けて改善する
方向にあると考えられる。
このように、全体としては保全すべき松林の重点化等による松くい虫被害対策の適切な実施により、被害量
は減少傾向にあるものの、青森県境の秋田県側においてマツノザイセンチュウが確認されるなど、高緯度の寒
冷な地域において、松くい虫被害が徐々に北上しつつあることや、長野県などにおいて、より標高の高い地域
へ被害が拡大しつつあることなどから、引き続き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森林被害については、近年７～８千haで推移していたものが平成17年度には
６千haと減少しているが、今後の被害状況等の動向を踏まえ、対応等を検討していく必要があると考えられる。
なお、野生鳥獣による森林被害は、生息域の拡大を背景として、各地で新たな地域における被害が発生する
傾向にあり、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・見直しの方向性＞
松くい虫被害の終息化を着実に推進するため、引き続き保全すべき松林等において、薬剤の散布等による予
防措置や伐倒駆除注11、樹種転換等を適宜適切に組み合わせた総合的かつ適確な防除の実施に努めることとする。
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特に、被害の先端地域である東北地方等の寒冷な地域においては、松くい虫北上を阻止するために、国、県、
市町村等が一体となった防除対策を重点的に実施していくとともに、より効果的かつ効率的な防除を推進する
ために、寒冷な地域の気候条件に特有の被害形態である年越し枯れ注12の発生に対応した防除手法を確立するこ
ととする。
また、現地の状況に応じた計画的かつ効果的な防除対策の実施に資するため、被害木を適確に把握するため
の新たな調査手法の確立を図ることとする。
野生鳥獣による森林被害については、今後の被害状況等の動向を踏まえつつ、引き続き関係省庁と連携を図
りながら、防護柵の設置や忌避剤の散布、監視・防除体制の整備など、各般の被害防止対策を総合的に推進し
ていくこととする。

⑤ 森林の整備・保全を社会全体で支えていくという気運を醸成していくため、企業等による森林づくりや里山
林の再生活動促進等により、国民参加の森林づくりを一層推進する。

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
<達成目標> <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

森林内で自発的に活動する団体数を増加させる。 1,600団体 1,863団体 116％（Ａ）
（基準：平成15年度：1,165団体→目標：平成18年度：1,600団体）

＜目標に関する分析結果＞
平成 18年度末現在、森林ボランティア団体数は 1,863団体で３年前に比べおよそ 1.6倍に増加している。
平成 18 年度に実施した森林づくり活動についてのアンケート調査によると、これらのボランティア団体の

もり

会員構成は、50人未満の会員数の団体がおよそ 55%、最も多い会員の年齢層が 40歳以上の団体がおよそ 94%
となっており、３年前と比べ、少人数で中高年の会員の比率の高い団体が多くなっている傾向にある。
主な活動の内容は、里山林等身近な森林の整備・保全の割合が依然として高くなっているとともに、森づく
りに関する年間作業計画を作成している団体やチェーンソー等の機械器具を使用した活動を行っている団体が
３年前と比べ増加しており、計画的な森林作業や活動内容の高度化が図られていることが伺える。
一方、森づくり活動で苦労している点については、資金の確保、参加者の確保、安全の確保が上位を占め、
３年前と同様になっており、今後ともこれらの課題に対して対応策を講じることが必要となっている。
また、近年、企業が社会貢献として森づくり活動に取り組む事例もでてきており、今後、企業等多様な主体
の森林活動への参加を促進していくことが重要である。

＜改善・見直しの方向性＞
森林ボランティア人口は今後も増加し、国民参加の森林づくりが推進されるものと考えられる。森林ボラン

もり

ティア活動をさらに推進するためには、若年層や企業等多様な主体の参加の促進、ボランティアの技術の向上
・安全の確保等に向けた施策を展開することが重要であることから、団体が行う森づくり活動の外部への情報
提供や、森づくり活動を行う団体と森林所有者の仲立ち、企業や森林ボランティア団体等多様な主体が参加す
る森づくり活動の企画提案、作業技術・安全の向上のための研修等に対して支援するなどの対応策を講じるこ
ととする。
なお、これらを踏まえ、平成 19年度以降については、新たな目標について検討することとする。

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
＜達成目標＞ 〈18年度目標値〉 〈実績値〉 ＜達成状況＞

山村地域の定住並びに都市と山村の共生・対流に
ついて、新規定住者数、交流人口等の維持・向上
を基本にしつつ以下の指標を用いて全国的な視点
から総合的に有効性の判断をする。
(ｱ)全国の振興山村地域の中から抽出した市町村 123％
に対し、新規定住者数、交流人口、地域産物等販 （見込み値）
売額についての指標のうちいずれかを満たす市町
村の割合の前年度比

有効性の向上
(ｲ)森林資源を積極的に利用している流域の数 17流域 が必要であ
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（約10流域（平成15年度）→約20流域(平成20年 （見込み値） る。
度)）

(ｳ)山村地域の住民を対象にした用排水施設など 58万人
の生活環境整備の受益者数 （見込み値）
（80万人（平成20年度)）

＜目標に関する分析結果＞
新規定住者数等のいずれかの指標を満たす市町村の割合は前年度を上回った。これは、山村地域の美しい景
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
ていることによるものと考えられる。
森林資源を積極的に利用している流域の数は、前年度と同じ17流域であるものの、その他の流域も含めた全
体の傾向としては増加傾向にあることから、森林資源の利用状況は平成20年度の目標に向け概ね順調に推移し
ているものと考えられる。これは、森林施業や生産コストの縮減及び施業の集約化等の取組を進めることによ
り、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。
山村地域の住民を対象にした、用排水施設など生活環境整備の受益者数は、前年度から20万人増（見込み）
となった。この指標は、目標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が徐々に進められて
きたことによるものと考えられる。
このようにいずれの指標も昨年同等以上の結果となり、総合的には一定の有効性は認められると考えられる。
しかしながら、地域産物等の販売額についての指標を満たす市町村の割合は前年度と比べほぼ横ばいであり、
さらに山村の活力を高めていくためには、就労機会を確保し、定住を促進することで人口の減少傾向に歯止め
をかけることが重要である。特に若者やＵＩターン者の定住促進に当たっては、魅力ある就労の場を確保する
ことが重要であり、山村の主要な産業である農林業のみならず、森林、自然景観、農林水産物、伝統文化等の
地域資源を有効に活用した山村ならではの多様な産業を育成していくことが必要である。
また、いわゆる団塊の世代の定年退職等により、農山漁村等で長期滞在や二地域居住への関心は高まってい
くものと考えられ、今後、このような動きを定住の促進や交流人口の拡大への追い風として、地域の活性化に
結びつけていくことが重要である。

＜改善・見直しの方向性＞

｢美しい森林づくり」を推進するためには、森林整備の基盤となる山村の活性化は不可欠であり、定住促進等
も り

による山村振興が重要である。そのため、良好な生活環境に必要な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の推進を図っていくこととする。
併せて、優れた自然や文化、伝統等の山村特有の資源を活用した、新たな産業（森業・山業）の創出や、教
育、健康・福祉、観光などあらゆる分野に着目した魅力ある山村づくり等を推進し、雇用機会の増大や都市と
の共生・対流、定住の促進に資する総合的な対策を実施することとする。
また、農山漁村地域における定住者、居住者及び滞在者の増加を通じた活性化のため、関係機関との連携を
強化することにより施設の整備等の各種取組を総合的かつ機動的に支援していくこととする。

【施策に関する評価結果】
森林は、「緑の社会資本」として地球温暖化の防止、国土の保全や水源かん養をはじめとする多様な機能を有
し、国民生活を守る上で大きな役割を果たしている。特に、京都議定書による温室効果ガスの６％削減約束の
達成に向け、1,300万炭素トン(3.8％相当)を森林による二酸化炭素吸収により確保するとしていることや、近
年、豪雨等による山地災害が相次いで発生していることなど、森林の整備・保全の必要性はますます高まって
いる。
このような中、各目標は概ね順調に推移しており、森林の整備・保全による森林の有する多面的機能の発揮
が推進されているものと考える。
しかしながら、森林吸収源対策については、京都議定書の第１約束期間の開始（平成20年）を目前に控え、
最新のデータに基づき試算した結果、現行の整備水準では森林吸収目標1,300万炭素トンの達成が困難と見込ま
れることから、追加的な森林整備を実施するなど、今後とも森林吸収源対策を着実に推進することが必要であ
る。
また、近年、特に局地的な集中豪雨が頻発する傾向が強まっており、地域的に甚大な被害が発生しやすい状
況にあることから、我が国の自然条件や近年の山地災害の発生形態の変化を踏まえ、治山施設の設置等を推進
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することにより、豪雨、地震、流木等による山地災害を防止し、地域の安全性を向上させていくことが必要で
ある。
平成19年２月23日の「美しい森林づくりのための関係閣僚による会合」において、国土の保全、水源のかん
養、地球温暖化防止、生物多様性保全等の公益的機能を有し、国土の３分の２を占める森林を適切に整備・保
全する「美しい森林づくり推進国民運動」を展開することが確認・了承された。今後は幅広い国民の理解と協

も り

力のもと官民一体となってこの運動を展開することとしており、この運動を通じて、森林の有する多様な機能
が十全に発揮され、良好な状態に維持されている森林と緑豊かな国土を未来に引き継いでいくことが重要であ
る。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び森林・林業基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
第166回国会施政方針演説 平成19.1.26 （「健全で安心できる社会」の実現）

「京都議定書目標達成計画」に基づき、地球温暖化対策を加速し
ます。

森林・林業基本計画 平成18.9.8 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
閣議決定 に関する目標

３ 森林の有する多面的機能の発揮に関する目標

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
森林による二酸化炭素吸収目標である1,300万炭素トンの達成のため、追加的な森林整備を含めた森林吸収源
対策を強力に推進することとしており、同対策の実施状況等について十分検証していく必要がある。
また、「美しい森林づくり推進国民運動」については、国民の幅広い理解と協力を得ることが不可欠であり、
企業、ＮＰＯ団体等多様な主体と連携した普及啓発など、効率的な取組を推進することが重要である。
なお、台風等による山地災害に対する復旧対策、松くい虫等病害虫やシカ等野生鳥獣による森林被害に対す
る防除対策は、国土や森林の保全の観点から重要である。特に、松くい虫被害対策については、被害量は減少
傾向にあるものの新たな地域で被害が発生していることから、保全すべき松林等の重点化及び被害の終息化に
向けた総合的な対策を推進することが重要である。

【政策評価会委員の意見】
・ 路網整備による搬出可能な森林面積の拡大という効果は理解できるが、路網整備はアウトプット指標なの
ではないか。路網整備により実際に供給された木材量というアウトカム指標が必要なのではないか。（長谷川
委員）

・ 崩落危険箇所の減少という目標設定の仕方では、ただ事業量を追う形になりかねない。むしろ「崩落によ
る財産や生命被害の減少」を目標とし、達成手段としてもコスト面から例えば移住などの選択肢も想定して、
検討すべきではないか。（立花委員）

・ 国際協力については、数値的把握ができていると思われるＣＤＭを用いてはどうか。（長谷川委員）

・ 事業の当事者がアンケートの回答者である場合は、なかなか悪い評価が出来ない。また逆に 100 ％いいと
いう評価もしにくいなど、政策をアンケートだけで評価するのは不安な面もあるので、側面的にアンケート
の結果を理解できるような補足的な資料の工夫が必要ではないか。（八木委員）

・ 山村地域の活性化に関する目標は、数値としては達成されているが書きぶりがやや楽観的すぎるのではな
いか。実態的にはかなり厳しく、引き続き大きな課題である。（八木委員）
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（別紙）

１ データ、資料等

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
＜目標設定の考え方＞
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、「重視すべき機能に応じた森林整備の計画的な推進」を目標とする。
森林の機能は、林木、土壌、多種多様な生物などの森林の構成要素が良好な状態に保持され、生態系として健
全に維持されることにより発揮されることから、森林の持つ多様な生態的特性を踏まえた適性な森林整備及び保
全を図ることが重要である。
また、一つの森林に高度に発揮すべき機能が併存する場合が多いことから、自然条件や地域のニーズ等を踏ま
え、特に重視すべき機能に応じて、より適切な森林の整備を進めることが必要である。
このため、森林の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
果指標を踏まえ設定し、各指標の達成率の平均を毎年度100％とすることを目標値とする。

（各指標の目標値について）
(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%（平成15年度）から50%程度（平成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な管理等を行い、
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%（平成20年度）程度にまで
維持向上させることを指標の目標値とする。

(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%（平成15年度）から35%（平成20年度）に増加させることを指標の目標値とする。

(ｳ)森林資源の循環利用
森林施業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m3（平成15年度）から約1億2千万m3増加させ、約9
億6千万m3（平成20年度）とすることを指標の目標値とする。

＜目標値と実績値の推移＞
次の指標（(ｱ)～(ｳ)）を満たす割合

＜把握の方法＞ 各指標の達成率の平均値で達成度を把握
（各指標の目標値と実績値の推移）
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(ｱ)水土保全機能 (ｳ) 森林資源の循環利用

(ｲ) 森林の多様性
（把握の方法）
(ｱ)水土保全機能
事業実施都道府県等からの実績報告により年
度末時点の間伐面積等を集計

(ｲ)森林の多様性
事業実施都道府県等からの実績報告により年
度末時点の植栽面積等を集計

(ｳ)森林資源の循環利用
事業実施都道府県等からの実績報告により年
度末時点の路網の開設延長等を把握することに
よって、供給が可能となる資源量を集計

＜目標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。

（達成度合いの計算方法）
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
達成率(%)＝（H18年度実績(見込)値－H18年度すう勢値(54.74%））÷（H18年度目標値(64.46%)－H18年度すう勢値(54.74%)）×100

(ｲ) 森林の多様性
達成率(%)＝（H18年度実績(見込)値－H15基準値(31.00%））÷（H18年度目標値(33.40%)－H15基準値(31.00%)）×100

(ｳ) 森林資源の循環利用
達成率(%)＝（H18年度実績(見込)値－H15基準値(84.4千万m３））÷（H18年度目標値(91.9千万m３)－H15基準値(84.4千万m３)）×100

（本年度の達成度合）
97％＝（90％＋108％＋92％）÷3
(ｱ)水土保全機能 90％＝（63.51％－54.74％）÷（64.46%－54.74%）×100
(ｲ)森林の多様性 108％＝（33.58％－31.00％）÷（33.40%－31.00%）×100
(ｳ)森林資源の循環利用 92％＝（91.3千万m３－84.4千万m３）÷(91.9千万m３－84.4千万m３)×100

【参考データ】 ○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）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
面 積 265 266 (269)

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）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
面 積 11 10 (10)

出典：林野庁業務資料

63.562.7962.6262.60
52.12

63.22 65.0864.46

57.36
59.98

49.50

54.74

62.60

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

実績値
目標値

すう勢値

森林整備をしないとここまで

下がると予測される水準。

63.84

65.70

%

33.5833.1733.74

31

31.80

34.20
33.40

35.00

32.60

25

30

35

40

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

実績値

目標値

％

91.3
89.0

86.784.4

86.9

94.4

91.9
89.4

96.9

75

80

85

90

95

100

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

実績値

目標値

千万m3



⑪－ 9

○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 (単位：百万ｍ
３

)

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
資源量 867 890 (913)

出典：林野庁業務資料

○間伐実施面積（水土保全林） (単位：万ha)

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
面 積 21 20 (19)

出典：林野庁業務資料

○複層林造成面積（樹下植栽
注13
面積） (単位：万ha)

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
面 積 5 4 （4）

出典：林野庁業務資料

※ （ ）の数字は見込値

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
＜目標設定の考え方＞
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、森林・林業基本法で定める基本理念の実現に資することから、「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」を目標とする。

（目標値について）
協力事業の中間から最終年度（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（政府機関、研究機関、地元住民等）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（５段階評価：５（評価が高い）～３（普通）～１（評
価が低い））で評価してもらい、毎年度100％（＝５）とすることを目標値とする。

＜目標値と実績値の推移＞

海外林業協力に係るアンケート調査結果

（把握の方法）
事業実施相手国等に対するアンケート調査による５段階の評価

＜目標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。
なお、アンケートにおいて、事業の妥当性、有効性、インパクト、自立発展性等についても把握し、

達成状況の分析に活用することとする。

（達成度合いの計算方法）
達成率（％）＝（H18年度アンケート調査の平均値）÷5×100
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（本年度の達成度合）
92％＝4.6÷5×100

平成１８年度海外林業協力に係るアンケート調査結果
【参考データ】

以下の項目について、５カ年事業の３年目、４年目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 事業の成果は、有用なものだったか。
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。

事業名 調査対象国
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8

継 ＣＤＭ植林ベース アルゼンチ 4.8 4.5 3.5 4.0 3.8 5.0 4.3 4.0
続 ライン調査事業 ンほか
中
の ＣＤＭ植林人材育 パナマ 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5 5.0 5.0
事 成事業
業
ＣＤＭ植林技術指 ウルグアイ 4.0 4.5 4.5 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0
針調査事業 ほか

黄砂対策植生回復 中国ほか 4.3 4.5 4.3 3.8 4.3 4.0 3.8 4.3
・実証調査事業

合 計 4.5 4.6 4.3 4.4 4.3 4.6 4.5 4.6

目標③ 山地災害等の防止
＜目標設定の考え方＞
国民の安全で安心できる生活を確保することは、国としての基本的な責務であり、健全な森林の維持造成を通
じて、山地災害の防止や良質な水の安定的な供給を確保する必要がある。このため、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、「山地災害等の防止」を目標とする。
この成果を把握するため、森林整備保全事業計画の成果指標を踏まえ、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。

（目標値について）
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
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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。なかでも地域の安心な暮らしを確保する上で重要な集落周辺の森林については、一度損なわれ
れば人命、財産へ直接的に害が及ぶことから、重点的に治山対策を展開する必要がある。
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（平成15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、平成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、現に荒廃地があり事業
に着手している集落、事業に着手していないが荒廃地があり人家戸数が多い緊急性の高い集落など防災上特に緊
急性、必要性の高い4千集落について、一定の安全性を確保するための治山対策を完了させ、山地災害による人
家、公共施設等の被害の防止及び軽減を図ることを目標値とする。

＜目標値と実績値の推移＞

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

（把握の方法）
事業実施都道府県等からの実績報告により、年度末時点の山地災害危険地区における治山対策の状況
を集計

＜目標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。

（達成度合いの計算方法）
達成率(%)＝（H18年度実績(見込)値－H15基準値(48.0千集落））÷（H18年度目標値(50.4千集落)－H15基準値(48.0千集落)）×100

（本年度の達成度合）
92％＝（50.2千集落－48.0千集落）÷(50.4千集落－48.0千集落)×100

【参考データ】 ○保全効果が確保された森林の面積 (単位：千ha)

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
面 積 58.6 59.7 45.6 46.0 43.5 50.1

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)

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
面 積 905 920 1,019 1,133 1,165 （1,174）

出典：林野庁業務資料

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

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
割 合(%) 96.6 95.3 91.8 (85.9)

※ （ ）の数字は見込値 出典：林野庁業務資料

目標④ 森林病害虫等の被害の防止
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＜目標設定の考え方＞
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、「森林病害虫等の被害の防止」を目標とする。

（目標値について）
松くい虫による被害は、気象条件や地理的条件等によって発生の様態が大きく異なることに加え、被害を放置
すれば地方公共団体の行政区域を越えて広域的に拡大・まん延してしまうという特性を有する。このため松くい
虫被害対策の進捗状況を的確に把握し着実な実施を図るためには、全国的な観点から、被害発生都府県の対応状
況を踏まえ統一的な目標の達成を目指すことが必要である。
このようなことから、被害の発生している全ての都府県が足並みを揃えて目標を達成すること、すなわち保全
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毎年度100%とすることを目標値とす
る。

＜目標値と実績値の推移＞

松くい虫の被害について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

※平成18年度
は見込み値

（把握の方法）
事業実施都府県等からの実績報告により年度末時点の保全すべき松林の状況を集計

＜目標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。

（達成度合いの計算方法）
達成率(%)＝H18年度実績(見込)値÷45都府県（北海道、青森を除く）×100

（本年度の達成度合）
67％＝30都府県÷45都府県×100

【参考データ】 ○保全松林における被害木の駆除率

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
駆除率(%) 74.7 82.7 87.7 88.6 87.8 （81.8）

出典：林野庁業務資料

○哺乳動物による森林被害 (単位：千ha)

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
シ カ 4.6 4.0 4.3 4.5 3.9 3.5
その他 3.7 4.3 2.7 2.7 3.5 2.3

出典：林野庁業務資料
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※（ ）の数字は見込値

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
＜目標設定の考え方＞
森林の有する多面的機能を持続的に発揮させていくためには、森林及び林業について、広く国民の理解を得つ
つ、社会全体で支えていくという気運を醸成していくことが重要である。このため、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一
層推進するとともに、企業等による森林づくり活動の促進や地域とボランティア、ＮＰＯ等との連携による里山
林の整備を支援すること等が必要であることから、「国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進」を目標
とする。

（目標値について）
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必要があることから、
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
体とすることを目標値とする。

なお、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、その結果をもって平成19年
度以降の目標値を検討することとする。

〔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÷72(％)≒1,600

＜目標値と実績値の推移＞

森林内で自発的に活動する団体数（ボランティア団体数）

（把握の方法）
事業実施都道府県からの実績報告により年度末時点のボランティア団体数を把握

＜目標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。

（達成度合いの計算方法）
達成率(%)＝H18年度実績(見込)値÷H18年度目標値（1,600団体）×100

（本年度の達成度合）
116％＝1,863団体÷1,600団体×100
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【参考データ】 ○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)

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
団体数 233 262 360 378 411 439

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

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
団体数 233 262 360 378 411 439
件 数 1,362 1,741 2,540 2,856 3,291 3,336

平均活動件数 5.8 6.6 7.1 7.6 8.0 7.6
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）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
参加者数 239 250 289 327 343 318

出典：林野庁業務資料

目標⑥ 山村地域の活性化
＜目標設定の考え方＞
山村は森林を支える基盤であり、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、「山村地域の活性化」を目標とする。
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無作為に抽出した市町村に対し、アンケート調
査を実施し、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。

＜目標値と実績値の推移＞

(ｱ)新規定住者数、交流人口、地域産物等販売額についての指
標のうちいずれかの指標を満たす市町村の割合の前年度比

(ｲ)森林資源を積極的に利用している流域の数
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(ｳ)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

（把握の方法）
(ｱ)全国の振興山村地域から無作為に抽出した市町村に対するアンケート調査
(ｲ)､(ｳ)事業実施都道府県等からの実績報告

＜目標達成状況の判定方法＞
山村地域の活性化の状況について、(ｱ)の割合、(ｲ)の流域数、(ｳ)の受益者数の推移を基に全国的な

観点から総合的に有効性を判断する。

（達成度合いの計算方法）
(1) 全国の振興山村地域の中から無作為に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数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額増加率を維持・

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交流人口が抽出市町村の住民数以上かつ
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
但し、交流人口増加率＝(c-d)／d

当年度の交流人口：c
前年度の交流人口：d

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

但し、地域産物等販売額増加率＝(e-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を平成20年度に約20流域とすること。
※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
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(3) 山村地域の住民を対象にした用排水施設などの生活環境整備の受益者数（累計）を平成20年度に
80万人とすること。

整備対象地区数：約126地区 里山エリア再生交付金 102地区
生活環境保全林整備事業 24地区

【参考データ】 ○アンケート調査結果

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
対象者数 96 102 312 249
回 答 数 91 80 170 161
有効回答数 70 73 137 108

いずれかを満たす 49 52 73 70
①を満たす 10 21 23(31%) 25(36%)
②を満たす 42 35 51(70%) 46(66%)
③を満たす 15 13 25(34%) 23(33%)
2つを満たす 15 14 17 18
全てを満たす 2 3 4 3

いすれかを満たす

割合(%) 70 71 53 65
※ 全国の振興山村は755市町村（H18年4月1日現在）。そのうち無作為抽出した
249市町村に対し調査を実施。

※ （ ）の数字はいずれかを満たす市町村数に対する割合。
※H15,16年度については集計方法が異なる。

【その他参考 ○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）

データ】 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
掲載論文数 242 237 241

※「掲載論文数」は、（独）森林総合研究所における掲載数を計上。 出典：林野庁業務資料

○林木の品種開発数

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
開発数 44 51 61 47 50 63 55

※「開発数」は、（独）林木育種センターで開発したものを計上。 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)

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
住民数 720 787 965 (1,062)

出典：林野庁業務資料

○保護林の面積 (単位：千ha)

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
面 積 552 622 656 658 683 (778)

出典：林野庁業務資料

○レクリエーションの森の利用者数 (単位：百万人)

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
利用者数 156 156 152 147 143 139

出典：林野庁業務資料

※（ ）の数字は見込値

２ 用語解説

注１ 1,300万炭素ﾄﾝ 京都議定書に基づく、我が国の森林経営による吸収量の算入上限値であり、森林吸

収量を炭素重量に換算した値。

注２ 複 層 林 樹齢や樹高の異なる樹木によって構成された森林。
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注３ 長伐期施業 通常の主伐林齢（例えばスギの場合40年程度）のおおむね2倍に相当する林齢を超え

る林齢で主伐を行う森林施業。

注４ 複層林施業 森林を構成する樹木を部分的に伐採し、そのあとに植林を行うこと等により、年齢

や高さの異なる樹木の層から構成される森林（複層林）を造成する森林施業の一形

態

注５ CDM（クリー 京都メカニズムの一形態であり、先進国と開発途上国が共同で植林事業を実施し、

ン開発メカニ 開発途上国の持続可能な開発に資するとともに、その事業における吸収分を先進国

ズム）植林 が京都議定書における自国の温室効果ガス削減目標達成に利用できる制度。

注６ 合法木材及 合法木材とは、当該国における森林に関する法令に照らして合法的な手段により産

び認証木材 出された木材。認証木材とは森林認証した森林から産出された木材。

注７ 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。

注８ 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９ 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10 特定保安林 水源のかん養や山地災害の防止などの公益的な働きが低下している保安林について、

農林水産大臣が特定保安林に指定し、公益的な働きが十分に発揮されるよう計画的

に整備を進める保安林のこと。

注11 伐倒駆除 松くい虫被害木を切り倒し、薬剤の散布やくん蒸等により材内に生育するマツノマ

ダラカミキリの幼虫や蛹を駆除すること。

注12 年越し枯れ マツ材線虫病に感染しても同年には枯損せず、翌年以降に枯損する現象。

注13 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）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20070402press_1b.pdf



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

120

　地球温暖化防止のための多
様な森林整備に関する調査な
ど、13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

27,080

　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

470

　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。

資源循環林整備事業費
補助金

9,302

　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

3,520

　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）

535

　22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。

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

実績評価（政策手段シート）

森林の整備・保全による森林の多面的機能の発揮

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）

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

次の指標を満たす割合の
平均を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m３→

　　　　H20:9億6千万m３)

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

効率的な林業経営のための森林整備と
路網整備
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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）

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

29,483

　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18年度植栽
面積3,540ha）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。

林道施設災害復旧等事
業費補助

－ 1,121

　44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（2,365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

－ 514

　北海道他10府県において
689haの災害復旧（被害木等の
整理及び跡地造林）を実施し
た。

緑資源機構による水源林の造成

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
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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。

　46都道府県の596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。

次の指標を満たす割合の
平均を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m３→

　　　　H20:9億6千万m３)

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）

27,822
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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

12,091

　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（27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

8,273

新たに134路線の林道を開設
し、その結果平成18年度末の
路線数は12,506、路線延長
は、43,554kmとなった。

育林事業に必要な経費

46,592

5,820haの更新を行ったほか、
77,054haの下刈、19,821haの
除伐等、健全な森林を育成す
るための保育を実施した。

分収育林事業に必要な経
費

352

分収育林箇所のうち、1,455ha
において間伐等の保育を実施
した。

国有林森林計画等に必要
な経費

972

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。

上下流連携いきいき流域
プロジェクト費

60

　47流域において、上下流市
町村間の森林整備協定締結・
間伐団地化のための協議会の
開催、森林認証取得促進のた
めの現地検討会等を実施し
た。

森林整備に必要な林道の整備

森林の適切な整備

次の指標を満たす割合の
平均を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m３→

　　　　H20:9億6千万m３)

森林整備の推進等について、上下流、
民・国の連携活動支援

緑資源機構による基幹的林道等の整備

分収育林箇所の保育等

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
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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）

森林計画推進委託費

372

　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
発と算定のための基礎ﾃﾞｰﾀを
整備した。
　また、平成18年度から、新た
に、毎年の吸収量算定に必要
なデータと吸収量の精度の向
上とに必要なデータの収集、分
析を行った。
　平成19年度からは、森林整
備の推進による算入対象森林
の増加率の把握を行う。

森林計画推進地方公共
団体委託費等

75

　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1,119haの森林施
業計画の変更認定を実施し
た。
　また、国家森林資源データ
ベースの精度向上のための現
地調査等を実施した。

森林計画推進民間団体
委託費

213

　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
当性について検討した。
　また、森林資源モニタリング
調査データと高分解能衛生
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)

426

　全国158の森林計画区のう
ち、31の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)

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
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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
交付金

7,289

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162万haとなり、目標と
する対象森林面積に対する
達成率は、75％となった。

森林整備地域活動支援
推進交付金

115

44都道府県及び1,098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（1,200市町村）
に対する達成率は、92％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)

7

　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。
広葉樹苗木については、1,979
千本について表示を行った。
（表示率については平成19年9
月下旬頃に取りまとめ予定）

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10,399千円を支払
い、原々種約18千本の保存が
図られた。

対象森林面積217万ha
(平成18年度末)交付市町
村数1,200市町村(平成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

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
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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・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19年度以降）

36

　建築ニーズに適応した地域
材の需給構造に関する調査、
林業経営の安定に資するため
の山林相続税の適正な評価に
関する調査、気候変動枠組条
約における伐採木材製品の取
扱いに関する調査といった、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19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 3,695

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。
間伐団地設定数：（実績値は
平成19年9月下旬頃に取りまと
め予定）箇所

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）

8,443
の内数

掲載論文数　462本
研究者数　　 449人
一人当たり論文数　1.03本/人

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

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

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
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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）

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）

154
の内数

　中期目標の達成に必要な共
同溝温湿度警報監視システム
等の施設の整備を行った。

独立行政法人林木育種セ
ンター運営費交付金 1,905

新品種の開発数　55品種

独立行政法人林木育種セ
ンター施設整備費補助 338

　無花粉スギ等増殖作業施設
及び九州育種場総合実験棟を
整備

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

17

　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、「長期育成循
環施業支援高性能林業機械シ
ステム」を推進し、平成18年度
に開発の完了する3種の機械
等について、在来機種等の機
能に対し、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 68

　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、平成18
年度に改良した7機種につい
て、在来型の機械に対し、10％
以上の機能等の向上を果たし
た。

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)

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

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

林木の育種事業等による優良な種苗の
確保

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
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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）

優良種苗確保対策事業 マツノザイセンチュウ抵抗
性品種を平成22年度末ま
でに25品種開発するとと
もに、広葉樹等母樹林の
設定数、花粉症対策苗木
の生産本数を増加させ
る。

78

　マツノザイセンチュウ抵抗性
品種を5品種開発した。
　広葉樹母樹林12県におい
て、109箇所設定予定（内24箇
所は申請中）
　Ｈ16年度：8万本→Ｈ17年度：
9万本→H18年度：11万本

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
3,800

無利子の本資金と有利子の公
庫資金を併せて貸し付けること
によって、林業者の金利負担
の軽減を図り、森林施業規模
の集積を通じた森林整備の推
進を図った。
　平成18年度実績は、平成19
年７月末頃に取りまとめ予定。
なお、平成17年度の事業計画
の対象森林面積の平均値は、
1,869ha。

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。

造林補助事業等の実施に必要な資金を
無利子で貸付け

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。

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

森林の適正な整備を推進するための優
良種苗の確保
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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。

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月策定の森林・林
業・木材産業分野の研究・技術
開発戦略について、平成18年
9月に閣議決定された森林･林
業基本計画を踏まえ改訂した。

林木育種戦略

－ －

　従前の林木育種戦略を見直
し、平成19年2月に策定された
新たな林木育種戦略において
は、長期的展望に立った林木
育種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59百万円（見込
値）

法人税

－ －

　租税特別措置法第52条によ
る減税額84,721千円（見込値）

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

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

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。

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。

森林施業計画に基づく造林経費の損金
算入の特例措置
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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30条の2
による減税額2.2百万円（見込
値）

② 政府開発援助国際林業
協力事業費補助金

363

　開発途上国における持続可
能な森林経営に資する基礎調
査、ＮＧＯ等による海外植林を
推進するための事業等を20ヵ
国で実施した。

国際林業協力事業費補
助金

12

　シベリア・極東地域におい
て、地理情報システム等を活用
し、持続可能な森林経営に不
可欠な「モニタリング・評価・報
告」体制の整備等を実施した。

国際林業協力費

17

　23か国、4国際機関等、海外
から49名が参加した「モントリ
オール・プロセス第17回ワーキ
ング・グループ会合」等を開催
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
を実施した。

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）

137

　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
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)

119,622

　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
等が集中し整備の緊要度の高
い箇所へ重点的に事業を実施
したことにより、50.2千集落（見
込値）において森林の山地災
害防止機能が確保された。

熱帯林保全等に対処するための森林施
業技術の開発等

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

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

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

FAOへの資金拠出を通じた森林・林業
分野の活動支援

海外における持続可能な
森林経営への寄与度
100%(毎年度)

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

地球環境問題に対処するための森林施
業技術の開発等

国際会議の開催を通じた途上国の技術
向上等を推進
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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
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

3,695
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

－ 3,331

　平成18年度は、13,803,942千
円をもって、326箇所の災害復
旧等事業を実施した。

保安林整備管理費

565

　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１8年度末の保
安林面積は1,174万ha（見込
値）となった。

森林保全管理等に必要な
経費

1,989

森林を適切に保全管理するた
めの巡視を全国で延べ99,681
人実施したほか、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

8,443
の内数

掲載論文数　462本
研究者数　　 449人
一人当たり論文数　1.03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）

154
の内数

　中期目標の達成に必要な共
同溝温湿度警報監視システム
等の施設の整備を行った。

農林漁業金融公庫資金

－
貸付計画額

63,060
の内数

平成18年度実績は、平成19年
７月末頃に取りまとめ予定。な
お、平成17年度の実績は、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。

山地防災情報の周知、共有化を総合的
に図る対策の推進

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

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）

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)

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

森林巡視、保護林等の保全・管理の実
施
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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（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。

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10地区で地すべり防
止区域の指定を行うなど、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月策定の森林・林
業・木材産業分野の研究・技術
開発戦略について、平成18年
9月に閣議決定された森林･林
業基本計画を踏まえ改訂した。

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400千円（見込
み）

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

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。

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。

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。

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
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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

被害先端地域の保全松
林における被害木の駆除
率100%(目標年度：平成18
年度)

751

　平成18年度の被害先端地域
の保全すべき松林における被
害木の駆除率は86.7％の見込
みである。（実績値は平成19年
9月上旬頃に取りまとめ予定）
　これは、新たな地域への被害
の拡大が予想を上回ったた
め、地域における対応が遅れ
たこと等による。

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18年
度）

186

　平成18年度の大臣命令発動
地域における被害木は100％
駆除される見込みである。（実
績値は平成19年9月上旬頃に
取りまとめ予定）

森林害虫駆除事業民間
団体委託費

被害先端地域の保全松
林における被害木の駆除
率100%(目標年度：平成18
年度)

46

　平成18年度の被害先端地域
の保全すべき松林における被
害木の駆除率は86.7％の見込
みである。（実績値は平成19年
9月上旬頃に取りまとめ予定）
　これは、新たな地域への被害
の拡大が予想を上回ったた
め、地域における対応が遅れ
たこと等による。

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18年
度）

3

　平成18年度の大臣命令発動
地域における被害木は100％
駆除される見込みである。（実
績値は平成19年9月上旬頃に
取りまとめ予定）

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

松くい虫をはじめとした森林病害虫の防
除等
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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

3,695
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、松林保全活動へ
の地域住民の積極的な参加へ
の支援、被害発生源となる枯
枝の除去、抵抗性マツの植栽
等による被害の発生しにくい森
林環境の整備等を実施するこ
とにより、松くい虫被害対策事
業の推進が図られている。

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）

8,443
の内数

掲載論文数　462本
研究者数　　 449人
一人当たり論文数　1.03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）

154
の内数

　中期目標の達成に必要な共
同溝温湿度警報監視システム
等の施設の整備を行った。

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月策定の森林・林
業・木材産業分野の研究・技術
開発戦略について、平成18年
9月に閣議決定された森林･林
業基本計画を踏まえ改訂した。

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 森林内で自発的に活動
する団体数を増加させる。
 (H15:1,165団体
　　　→H18:1,600団体)

150

　岐阜県での全国植樹祭、広
島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。

森林病害虫等防除法に基づく各種防除
措置等の実施

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

上記事業を効率的に実施するための施
設整備

・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

森林・林業に関する総合的な試験・研究
の実施

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

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
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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
数の増加等

37

インターネットによる森林環境
教育活動に関する全国情報の
受発信などの全国レベルでの
共通的な条件整備とともに、23
道府県で森林ボランティアによ
る学校林の整備・保全活動へ
の支援を行った。
森林体験活動参加者数
（H17：343千人→H18：318千
人

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

3,695
の内数

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

森林空間総合利用事業
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)

191

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、1,930回
(18年度)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」(18年度末4,513ha)、森林
環境教育の場である「遊々の
森」(18年度末5,398ha)の設定
を推進し、森林とのふれあいの
場を広く提供した。
　
　レクリェーションの森の利用者
数：139百万人

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

・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

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
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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）

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
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)

135

　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３
５件が優良プランとして選定さ
れた。

林業生産流通振興事業
費補助金のうち
山村力誘発モデル事業

事業実施山村における都
市との交流人口が当該事
業実施山村の住民数以
上であることとし、かつ、前
年度の交流人口増加率を
維持・向上させること。

125

山村再生ビジョンの策定、都市
住民の山村インターンシップの
実施、山村の生活に関する情
報提供など35事業がモデルプ
ランとして選定された。

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

3,695
の内数

9県の15地区において、山村活
性化のための都市との交流施
設、コミュニテイ施設などの地
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

8,443
の内数

掲載論文数　462本
研究者数　　 449人
一人当たり論文数　1.03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）

154
の内数

　中期目標の達成に必要な共
同溝温湿度警報監視システム
等の施設の整備を行った。

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

－ －

　平成13年3月策定の森林・林
業・木材産業分野の研究・技術
開発戦略について、平成18年
9月に閣議決定された森林･林
業基本計画を踏まえ改訂した。

森林・林業に関する総合的な試験・研究
の実施

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

山村と都市とが連携して行う、意欲的で
先導的な取組を選定・支援してモデルを
構築する。併せて山村地域の活性化の
ための新たな方策の調査等や地域情報
の発信等を一元的に実施。

上記事業を効率的に実施するための施
設整備

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
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