
政策分野

政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

① 森林環境保全整備事業調査
費 116

　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、10項目についての調査を実施した。

育成林整備事業費補助金

32,069

　47都道府県において、広葉樹林化、針広混交林化、
長伐期化など多様な森林整備とこれに必要な路網整備
を実施した。

共生環境整備事業費補助金

407

　40道府県において、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の整備を実施した。

機能回復整備事業費補助金

3,442

　45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）

472

　21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

29,728

　水源林造成事業については、40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19年
度植栽面積3,785ha）等を実施した。
　また、特定中山間保全整備事業は、阿蘇小国郷区域
及び邑智西部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 889

　3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（138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

352

　北海道他５府県において666haの災害復旧（被害木等
の整理及び跡地造林）を実施した。
（平成19年度実績値は、平成21年３月下旬取りまとめ予
定。）

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

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

森林環境保全整備事業の推進に当たっての調査

森林環境教育等の利用のための森林空間や路網の
整備、地域コミュニティやNPO等の参画を得た里山林
の整備等

緑資源機構による水源林の造成

平成19年度政策の実績評価（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）

育成林における広葉樹林化、針広混交林化、長伐期
化等の多様な森林整備とそれに必要な路網の一体
的整備等

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

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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）

森林居住環境整備事業費補
助金

　46都道府県の588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。

林道事業に必要な経費

8,227

　新たに○○路線の林道を開設し、その結果平成19年
度末の路線数は○○、路線延長は○○ｋｍとなった。
（平成19年度見込値については、20年６月中旬とりまと
め予定。実績値は、20年７月下旬とりまとめ予定。）

育林事業に必要な経費

55,320

　9,985haの更新を行ったほか、71,521haの下刈、
34,819ha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）（平成19年度実績
値は、20年７月下旬とりまとめ予定。）

分収育林事業に必要な経費

352

　分収育林箇所のうち、905ha（見込値）において間伐等
の保育を実施した。（平成19年度実績値は、20年７月下
旬とりまとめ予定。）

国有林森林計画等に必要な
経費 898

　森林測量、森林調査等を実施し、全国155計画区中32
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 50

　44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。

森林計画推進地方公共団体
委託費等 67

　農林水産大臣が認定（変更）を行う森林施業計画に係
る調査について、県に委託し、森林施業計画の認定（変
更認定）1,118ｈａを実施した。

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

森林整備に必要な林道の整備

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

緑資源機構による基幹的林道等の整備

25,465

分収育林箇所の保育等

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

（目標⑥）

森林の適切な整備

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

　緑資源幹線林道事業については、独立行政法人が行
う事業としては廃止し、平成20年度から、地方公共団体
において必要性を判断した上で国の補助事業として実
施することとしたことから、事業を円滑に移管するため
に、平成19年度については、主に災害を未然に防止す
るための工事、平成19年度で完成する区間の工事等を
実施した。（15道県、27路線）
　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。

11,781
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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）

地域森林計画編成事業費補
助金

375

　全国158森林計画区のうち32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 7,289

　市町村長と締結する協定に基づき地域活動を実施し
た森林所有者に対し、交付金を交付した。（平成19年度
見込値は、平成20年６月下旬取りまとめ予定。）

森林整備地域活動支援推進
交付金 164

　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。（平成19年度見込値
は、平成20年６月下旬取りまとめ予定。）

特別母樹林保存損失補償金

10

　特別母樹林の所有者に対し、平成20年３月までに損
失補償金9,683千円を支払い、原々種約16千本の保存
が図られた。

森林計画推進民間団体委託
費

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

地域森林計画編成に要する経費への補助

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

森林整備の促進等に関する調査

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

林業事業体等による施業の集約化のために必要とな
る森林情報の集約活動その他の地域における活動を
支援

特別母樹林の保存に伴う損失補償

森林づくり交付金のうち
森林整備の推進

　林業事業体の経営実態、諸外国における森林の小規
模分散構造に対応した林業経営システム、里山林再生
戦略、森林を活用した長期体験活動の推進方策といっ
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、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する。（4課題中4課題完了：
100%）

30

611

　客観的・科学的な知見に基づく森林整備の実施に資
するため、以下のような調査・検討を実施した。
・全国約１万６千点を５年間で調査する森林資源モニタ
リング調査の１巡目及び２巡目の一部の結果から、デー
タの時系列解析手法の開発等を行った。
・京都議定書に基づく森林吸収量の報告に必要なデー
タの収集・分析、報告内容の補完と精度向上のための
調査・検討を行った。
・水源地の森林の整備・保全を効果的・効率的に推進
するため、重点的に対策に取り組むべき地域を明確化
する森林の脆弱性の評価手法案を作成した。

　○○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：○○
　（平成19年度実績値については、平成20年９月上旬
取りまとめ予定。）

3,323
の内数
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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
所運営費交付金（うち森林整
備関連部門）

10,317
の内数

掲載論文数　490本
研究者数　　 441人
一人当たりの論文数　1.11本／人
新品種の開発数　80品種

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）

256
の内数

　中期目標の達成に必要な東北支所共同研究棟改修
等の施設の整備を行った。

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

32

　ローディンググラップルの外２項目の機械の開発、改
良を行った。また、低コスト間伐等支援ソフト開発用デー
タの収集を行った。機械の機能は従来の機械に比べて
約10％の向上となった。

林業生産流通振興民間団体
事業費補助金のうち
「100年の森林づくり」加速化推
進事業費

35

　多様な森林整備を高度化・加速化させるための施業
や路網整備の 適配置の検討など森林整備のブランド
デザインの構築の取組を実施。
　実施箇所数：20

森林整備活性化資金の貸付
け

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19年度実績は、平成20年７月末頃に取りまとめ
予定。）
　なお、平成18年度の事業計画の対象森林面積の平均
値は、1,718ha。

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。

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

上記事業を効率的に実施するための施設整備

「100年の森林づくり」を高度化・加速化させるための
条件整備の実施

造林補助事業等の実施に必要な資金を無利子で貸
付け

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

森林・林業に関する総合的な試験・研究の実施

　マツノザイセンチュウ抵抗性品種を５品種開発した。広
葉樹母樹林を平成19年度までに12県、109箇所を設定
した。花粉症対策苗木を平成16年度に８万本、平成17
年度に９万本、平成18年度に11万本生産した。（平成19
年度については、平成20年６月中旬取りまとめ予定。）

100

森林の適正な整備を推進するための優良種苗の確
保

優良種苗確保対策事業
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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）

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、優良な種苗を確保するために、指定採
取源の保存・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）

－

　都道府県、森林総研、林野庁が参画する地域ブロック
会議において、平成１９年１月に策定した森林・林業・木
材産業分野の研究・技術開発戦略を周知徹底した。

林木育種戦略

－

　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、長期的展望に立った林木育種の推進方策が明確
にされたことから、これに従って林木育種を推進した。

高性能林業機械化促進基本
方針

－

　健全な森林の整備を推進していくため、「森林整備効
率化支援機械開発事業」及び「低コスト作業システム構
築事業」等の実施により、高性能林業機械の開発・改
良、低コスト作業システム構築等を推進した。

山林所得に係る森林計画特別
控除
［所得税：措法第30条の2］

－

　租税特別措置法第３０条の２による減税額２３百万円
（見込み）

植林費の損金算入の特例
［法人税：措法第52条、第68条
の38］

－

　租税特別措置法第52条による減税額55,328千円（見
込み）

計画伐採に係る相続税の延納
等の特例
［相続税：措法第70条の8］

－

　租税特別措置法第３０条の２による減税額1.9百万円
（見込み）

収用等に伴い代替資産を取得
した場合の課税の特例
［所得税・法人税：措法第33
条、第64条、第68条の70］

－

　租税特別措置法第３３条に基づく課税の特例

収用交換等の場合の譲渡所
得等の特別控除
［所得税・法人税：措法第33条
の4、第65条の2、第68条の73］

－

　租税特別措置法第３３条の４に基づく特別控除

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

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

森林施業計画に基づき山林を伐採又は譲渡した場
合、収入金額の20％又は収入金額の50％から必要
経費を控除した残額のいずれか低い額を控除

森林施業計画に基づき造林した場合、これに要した
植林費の35％を初年度損金算入

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

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

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

収用換地等の場合の 5,000万円特別控除制度（措法
65の２）との選択適用により、その代替資産につき譲
渡益の範囲内で課税の繰り延べ特例ができる

収用に係る山林（立木、林地）の譲渡が、６ヶ月以内
にされた場合は、補償金等の額から5,000万円を特別
控除できる
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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）

② 政府開発援助国際林業協力
事業費補助金 336

　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23カ国で実施した。

国際林業協力事業費補助金
及び森林計画推進民間団体
委託費

23

  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」体制の整備等を推進するため、イルクーツ
ク州の調査等を実施した。また、 違法伐採対策等のた
めのモデル開発のため、統計資料など関連データの収
集・整備等を実施した。

国際林業協力費

16

　各国政府関係者、国際機関、ＮＧＯ等、27カ国から約
150名が参加した「アジア森林パートナーシップ（AFP）
第7回会合」を開催した。

国際機関への拠出金のうち
ＦＡＯ拠出金 58

　ＦＡＯへの拠出金を通じて、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。

国際機関への拠出金のうち
国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）拠
出金

138

　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。

海外投資等損失準備金
［法人税：措法第55条、第68条
の43］

－

　輸入チップ量に占める本邦法人が出資する海外産業
植林由来木材チップの輸入量の割合が向上した。

③ 山地災害等の防止 治山事業

112,012

　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、
5万1千2百集落（見込値）において森林の山地災害防
止機能が確保された。

森林づくり交付金のうち
山地防災情報の周知 3,323

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
3,864

　平成19年度は、11,377,907千円をもって、225箇所の
災害復旧等事業を実施した。

地球環境問題に対処するための森林施業技術の開
発等

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

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

FAOへの資金拠出を通じた森林・林業分野の活動支
援

山地防災情報の周知、共有化を総合的に図る対策の
推進

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

国際会議の開催を通じた途上国の技術向上等を推
進

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

熱帯林保全等に対処するための森林施業技術の開
発等

特定の海外法人の株式等を保有する法人が、その株
式等の価格の低落等による損失に備えるため一定の
金額を準備金として積み立てた場合に損金算入
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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）

保安林整備管理費

589

　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。（平成19年度実績値は、平成20年7月取りまとめ
予定。）

森林保全管理等に必要な経
費

1,882

　森林を適切に保全管理するための巡視を全国で実施
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。（平成19年度実績は、平成20年6月下旬頃に取り
まとめ予定。）

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）

10,317
の内数

掲載論文数　490本
研究者数　　 441人
一人当たりの論文数　1.11本／人
新品種の開発数　80品種

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）

256
の内数

　中期目標の達成に必要な東北支所共同研究棟改修
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
60,560
の内数

　平成19年度実績は、平成20年７月末頃に取りまとめ予
定。
　なお、平成18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。

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）
－

　保安林以外の森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8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）

－

　都道府県、森林総研、林野庁が参画する地域ブロック
会議において、平成１９年１月に策定した森林・林業・木
材産業分野の研究・技術開発戦略を周知徹底した。

保安林の非課税
［固定資産税：地法348条第2
項第7号］

－

　地方税法第348条第2項第7号の規定に基づき、保安
林に係る土地に対する固定資産税については非課税と
されている。

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

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

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

森林・林業に関する総合的な試験・研究の実施

保安林に係る固定資産税については非課税

上記事業を効率的に実施するための施設整備

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

保安林の指定・解除、管理等（国有保安林関係繰入
含む）

森林巡視、保護林等の保全・管理の実施

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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）

保安林の非課税
［不動産取得税：地法73条の4
第3項］

－

　地方税法第73条の4第3項の規定に基づき、保安林の
土地を取得した場合における不動産取得税については
非課税とされている。

保安林の非課税
［特別土地保有税：地法586条
の2第28号］

－

　地方税法第586条第2項第28号に基づき、保安林に係
る土地に対する特別土地保有税については非課税とさ
れている。

特別緑地保全地区等内の土
地に係る相続税の延納に伴う
利子税の特例
［相続税：措法第70条の9］

－

　租税特別措置法第70条の9の規定に基づき、保安林
の土地に係る相続税の延納に伴う利子税が軽減されて
いる。

特定土地区画整理事業等の
ために土地等を譲渡した場合
の譲渡所得の特別控除
［所得税・法人税：措法第34
条、第65条の3、第68条の74］

－

　租税特別措置法第34条、第65条の3及び第68条の74
の規定に基づき、保安施設事業のために保安林等に係
る土地を譲渡した際、譲渡所得の特別控除がなされて
いる。

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

751

  平成19年度の被害先端地域が存する県の保全すべき
松林における被害木の駆除率は全体で91.8％の見込
みである。（平成19年度実績値は、平成20年8月中旬頃
に取りまとめ予定。）
　これは、新たな地域での被害の発生が予想以上に進
行したため、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

186

　平成19年度の大臣命令対象地域における被害木は
100％駆除される見込みである。（平成19年度実績値
は、平成20年8月中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

58

　平成19年度の被害先端地域が存する県の保全すべき
松林における被害木の駆除率は全体で91.8％の見込
みである。（平成19年度実績値は、平成20年8月中旬頃
に取りまとめ予定。）
　これは、新たな地域での被害の発生が予想以上に進
行したため、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

3

　平成19年度の大臣命令対象地域における被害木は
100％駆除される見込みである。（平成19年度実績値
は、平成20年8月中旬頃に取りまとめ予定。）

保安林に係る不動産取得税については非課税

保安林に係る特別土地保有税については非課税

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

特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡し
た場合、2000万円を控除した残額について課税

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

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 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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
所運営費交付金（うち森林病
害虫等の被害の防止関連部
門）

10,317
の内数

掲載論文数　490本
研究者数　　 441人
一人当たりの論文数　1.11本／人
新品種の開発数　80品種

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）

256
の内数

　中期目標の達成に必要な東北支所共同研究棟改修
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）

－

　都道府県、森林総研、林野庁が参画する地域ブロック
会議において、平成１９年１月に策定した森林・林業・木
材産業分野の研究・技術開発戦略を周知徹底した。

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

森林病害虫等防除法に基づく各種防除措置等の実
施

森林づくり交付金のうち
森林資源の保護

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 緑化行事の開催等により国民参加の森林づくり活動
を広く国民に普及・啓発していくとともに、企業やＮＰ
Ｏ等の森林づくり活動のサポート体制整備及び活動
の評価手法の開発などの環境整備を推進

森林環境教育活動の条件整
備促進対策事業費補助金

森林環境教育を推進するために必要な人材の育成
や普及啓発、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

　森林環境教育を推進する人材を育成するための研修
会の開催や、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取組とともに、学校林活
動や学校林の木材利用を促進するためのモデル学校
林の設定への支援を行った。
　森林体験活動参加者数
　（H18：318千人→H19：○千人、平成19年度実績値
は、20年6月下旬とりまとめ予定。）

32

　北海道での全国植樹祭、熊本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
る森林づくり活動やそのサポート体制の整備、身近な緑
化技術の開発・普及への支援を行った。

　保全すべき松林における松くい虫被害の終息化を目
的とした松くい虫被害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の支援、
被害発生源となる不用木、不良木等の除去、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、松くい虫被害対策の推進が図
られている。

184

・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

3,323
の内数

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 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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 3,323

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や森
林環境教育の推進のための施設整備等を実施した。

　森林ボランティア活動への延べ参加者数：（平成19年
度の実績値は平成20年10月下旬取りまとめ予定）

森林空間総合利用事業等に
必要な経費

163

　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、○回(19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」(19年度末○ha)、森林環境教育の場である
「遊々の森」(19年度末○ha)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：○百万人
（平成19年度実績値は、20年７月下旬とりまとめ予定。）

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 145

　山村再生ビジョンの策定、地域資源を活用した体験メ
ニュー作り、都市住民との交流、山村の生活に関する情
報提供など37事業を優良プランとして選定し、支援を
行った。

農山漁村活性化プロジェクト
支援交付金のうち
地域間交流拠点の整備等

34,088
の内数

　○○地区（６月末確定予定）で事業を実施し、計画主
体が自ら定めた３～５年後の成果目標の達成に向けて
計画的かつ効果的に事業を実施中。

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）

10,317
の内数

掲載論文数　490本
研究者数　　 441人
一人当たりの論文数　1.11本／人
新品種の開発数　80品種

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）

256
の内数

　中期目標の達成に必要な東北支所共同研究棟改修
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）

－

　都道府県、森林総研、林野庁が参画する地域ブロック
会議において、平成１９年１月に策定した森林・林業・木
材産業分野の研究・技術開発戦略を周知徹底した。

上記事業を効率的に実施するための施設整備

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

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・林業に関する総合的な試験・研究の実施

都市との共生を図りながら森林の適正な管理及び山
村の活性化に資する施設等の整備を推進

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

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

山村地域の活性化⑥ 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

・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
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　林業体験、都市住民との交流、間伐材を利用した木工
品作成や木材加工、花木・山菜の販売など起業者の創
意工夫を活かしたプラン１７件を優良プランとして選定
し、支援を行った。

⑪－10


