
平成23年度政策の事前評価書

評価実施時期：平成22年８月
評価書公表時期：平成22年８月

政策分野名 森林の有する多面的機能の発揮 政策分野番号 ⑫

主担当部局庁 林野庁 関係部局庁 －

政策分野の 森林の有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、地球温暖化の防止、林産物の
目指すべき姿 供給等の多面的機能が持続的に発揮されることは、国民生活及び国民経済の安定に欠くことが
（必要性） できないものである。

このため、多面的機能に応じた森林整備の計画的な推進、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、山地災害等の防止、森林病害虫等の被害の防
止、国民参加の森林（もり）づくりと森林の多様な利用の推進、山村地域の活性化のための施策
を推進する。

内閣の重要 ○ 森林・林業基本計画（平成18年９月８日閣議決定）
政策上の 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
位置付け ３ 森林の有する多面的機能の発揮に関する目標

○ 総理大臣所信表明演説（平成22年６月11日）
三 閉塞状況の打破―経済・財政・社会保障の一体的建て直し

（「強い経済」の実現）

○ 新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）
第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果
（４）観光立国・地域活性化戦略

～農林水産分野の成長産業化～
【2020 年までの目標】『木材自給率50％以上』

（森林・林業の再生）
《21 世紀の日本の復活に向けた21 の国家戦略プロジェクト》

強みを活かす成長分野
Ⅰ．グリーン・イノベーションにおける国家戦略プロジェクト

３．森林・林業再生プラン

施策① 多面的機能に応じた森林整備の計画的な推進

担当課名 林野庁計画課

施策の 森林の有する多面的機能を適切に発揮させるためには、間伐等の必要な施業を適時
目指すべき姿 適切に行う必要がある。しかし、林業の採算性の悪化等により適正な施業が困難になっ
（必要性） ていることから、多面的機能に応じた森林整備を計画的に推進する必要がある。

このため、間伐注1や針広混交林化等による多様で健全な森林の計画的な整備を推進
する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

【①】 育成途中にある水土保全林 71％ 79％ 75.5％
水土保全機能 （土壌の保持や保水機能を重 （20年度） （25年度）
の維持向上 視する森林）のうち、機能が良

好に保たれている森林の割合

【②】 多様な樹種や階層からなる森

⑫－1



森林の多様性 林への誘導面積 1.2万ha 7.2万ha 4.0万ha
の確保 （21年度見 （25年度）

込値）

【③】 森林施業の集約化や機械化に 10億5千万 12億1千万 11億5千
森林資源の循 必要な路網等の林業基盤の整 m３ m３ 万m３

環利用 備により、木材の安定的かつ効 （20年度） （25年度）
率的な供給が可能となる育成
林の資源量

評 有効性 造林、下刈、間伐等の森林施業と、間伐等に不可欠な路網の整備を推進することは、
国土の保全や水源のかん養、生物多様性の保全といった森林の多面的機能の発揮に
対する国民の要請や、京都議定書で国際約束に位置づけられた森林吸収目標3.8%の
達成、更には「森林・林業再生プラン」に掲げられている「10年後の木材自給率50％以

価 上」という目標を達成するために有効な施策である。
また、本政策により地域の雇用が創出され農山村地域の活性化にも資する。
なお、これまで講じてきた取組により年度ごとの目標値は達成されてきたところであり、

25年度の目標達成に向け関係施策を推進することにより同様の効果が期待される。

効率性 森林・林業再生プランに基づく検討方向や行政事業レビューの結果等を踏まえ、森林
施業に対する支援は従来の制度をゼロベースで見直し、集約化施業と搬出間伐により
森林整備を行う者に要件を限定した支援とするとともに、これまで各都道府県ごとに設定
していた単価を取りやめ、集約化施業の推進等低コスト化を進めているトップランナー事
業体の実績をもとに国において統一的な単価を設定する方式に転換する。併せて費用
対効果分析の厳格化を図るとともに、コストダウンの効果を単価に反映させる仕組みを構
築する。

反映の方向性 森林の有する多面的機能の持続的発揮を図るため、集約化をベースとした適切な森
林施業を確保するため森林経営計画（仮称）の創設や集約化施業に意欲的に取り組む
者への支援の転換、低コスト化に向けた路網整備等の加速化を図る。

施策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

担当課名 林野庁計画課

施策の 地球温暖化の一因にもなっている違法伐採や森林減少が途上国等で依然として進ん
目指すべき姿 でいる中、政府や民間レベルでの森林保全・回復等の取組に貢献できるよう、我が国とし
（必要性） て積極的に技術協力、技術開発等を行うなど、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図る。
このため、成果として期待されるＣＤＭ植林注２プロジェクトの拡大や違法伐採防止のた

めの法令遵守等、世界の持続可能な森林経営注３の推進に関する取組等を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

事業目標の達 相手国の関係者を対象とした、 － アンケート アンケート
成度等につい 事業内容の「妥当性・必要 調査の平 調査の平
て相手国の関 性」、「有効性」、「効率性」、「イ 均値3.5 均値3.5
係者を対象と ンパクト」及び「自立発展性」に （各年度）
したアンケート 係る意識調査
調査結果を一 （各年度アンケート調査結果の
定以上とする 平均値3.5）

評 有効性 世界の森林の減少・劣化が進行している中、我が国の有する知識及び経験をもって、
開発途上地域における森林の整備及び保全等に対する協力を推進することは、世界の
持続可能な森林経営を推進するものであり、国際的な枠組みの中で、我が国の責務を

⑫－2



果たす上で有効かつ不可欠な施策である。この結果、地球温暖化などグローバルな環
価 境問題の解決が図られ、開発上国等をはじめとする諸外国からの環境問題の解決に対

する取組姿勢についての信用度が向上することにより、我が国の経済活動の活性化に
つながるなど、幅広く国民も利益を受けることとなる。

これまで講じてきた取組みにより、毎年度、目標値は概ね達成されてきたところであり、
同様の効果が期待される。

効率性 行政事業レビューの結果を踏まえ、事業目的を達成見込みの事業については前倒し
で廃止するとともに、継続事業についても、①既に得られた成果については、その普及
に努める、②実施対象国を重点化し、効率的な事業実施に努める、③事業成果の定着
を図るため、フォローアップ研修等を実施するなどの見直しを行った上で、必要な予算を
要求する。

反映の方向性 引き続き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を推
進することにより、グローバルな環境問題の解決や違法伐採の防止による秩序ある木材
貿易の推進を図るため、国内林業の健全な発展に寄与することを念頭に置きながら、政
府のみならず、国民、民間企業、ＮＧＯ等幅広い参加を得て、国内外の森林の利用や保
全をバランスよく進めていくための枠組づくりや協力体制の整備を推進していく。

施策③ 山地災害等の防止

担当課名 林野庁治山課

施策の 我が国の国土は、地形が急峻、地質が脆弱であるうえに火山・地震活動が活発である
目指すべき姿 ことから、山地災害注４が発生しやすい条件下にあり、山地災害等の防止のための治山対
（必要性） 策が必要である。

このため、森林の持つ国土保全機能等の公益的機能の確保が特に必要な保安林等
において、治山施設の設置や海岸林・防風林等を保全するための取組等を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

【①】 周辺の森林の山地災害防止機 52千集落 56千集落 54千集落
防災上特に緊 能等が確保される集落の数 （20年度） （25年度）
急性、必要性
の高い集落に
おける周辺の
森林の山地災
害防止機能等
の確保

【②】 機能が低下した海岸林・防風 91％ 100% 100%
海岸林・防風 林等の回復率 （21年度 （各年度）
林等の延長7, 見込値）
300ｋｍの機能
を維持

評 有効性 平成21年における７月中国・九州北部豪雨や平成22年における梅雨前線による大雨
にみられるように、集中豪雨等による大規模な山腹崩壊、土石流などによる激甚な山地
災害が発生している状況の中、治山対策を推進し、集落周辺の森林の山地災害防止機
能等を高めることは、地域の安全・安心の確保を図る上で有効な施策である。

価 これまで講じてきた取組みにより、毎年度、目標値は達成されてきたところであり、同様
の効果が期待される。

効率性 行政事業レビューにおいて、「優先度に応じた事業の重点化」、「コストのあり方」等改
善の余地があるとの指摘を受けたことを踏まえ、大規模な山地災害等に対する復旧対策
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及び水源地域における森林再生対策への重点化を図る。なお、事業の実施に当たって
は、コスト縮減対策をさらに推進することがより限られた予算の中で最大限の効果を発揮
させる。

反映の方向性 引き続き、山地災害等の防止を図るため、治山施設の設置や海岸林・防風林等を保
全するための取組等を推進する。特に、大規模な山地災害に対する復旧対策のための
直轄治山事業等や水源地域における機能の低下した保安林の整備に重点化する。

また、的確な工種・工法の選択等によるコスト縮減対策を推進するとともに、現地発生
材を活用した鋼製・木製型、スリット型、低落差型の治山施設など生物多様性の保全等
に資する対策を推進する。

施策④ 森林病害虫等の被害の防止

担当課名 林野庁研究・保全課

施策の 我が国の森林病害虫等被害で最大である松くい虫による被害量は、昭和54年度の24
目指すべき姿 3万立方メートルをピークに減少傾向で推移し、近年の被害量はピーク時の4分の１程度
（必要性） となっている。しかし、東北地方や山梨県、長野県等の高緯度・高標高地域においては、

新たな区域で被害が発生しており、一旦被害が軽微になった地域においても、高温少雨
等の気象要因の変化によって再び被害を受けるといった状況にある。このことから、森林
病害虫注５等の被害の防止を図る。

このため、松くい虫の被害について、保全すべき松林注６における被害率を全国的に１
％未満の「微害」レベルにするための取組等を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

【①】 ① 保全すべき松林の被害率 69％ 100% 100%
保全すべき松 が１％未満の「微害」に抑え （21年度 （各年度）
林の被害率を られている都府県の割合 見込値）
全国的に１％
未満の「微害」 ② 新たな市町村で松くい虫 100% 100％ 100%
に抑制 被害の発生があった場合 （21年度 （各年度）

に、法令等に基づいてまん 見込値）
延防止措置を適切に実施し
た割合

【②】 全国の保全すべき松林におけ 100% 100％ 100%
高緯度・高標 る被害率に対する高緯度・高 （21年度 （各年度）
高の被害先端 標高の被害先端地域が存する 見込値）
地域が存する 都府県の保全すべき松林の被
都府県の保全 害率の割合
すべき松林の
被害率を、当
該年度の全国
の保全すべき
松林における
被害率の平均
値以下に減少

評 有効性 松林は、海岸の砂地など樹木にとって劣悪な環境にもよく耐え、防風林や防砂林とし
て飛砂や潮害、土砂崩壊の防備など、重要な国土保全機能の役割を果たしている。松く
い虫による被害は、まん延性が強く、ひとたび被害を放置すれば自治体の境を越えて広
範囲に被害が拡大し、松林の有する国土保全機能の喪失が懸念される。また、その復旧
に当たっては、多大なコストや長期にわたる時間が必要となる。このことから、松くい虫被

価 害の防除は、国土保全機能を維持するために有効な施策である。
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効率性 行政事業レビューにおける自己点検の結果を踏まえ、
①森林病害虫等防除法に基づく農林水産大臣命令による駆除措置を行う森林害虫駆
除事業委託及び営巣木等保全整備事業の整理統合を行い、効率的な予算執行に努め
る
②都道府県との連携を密にして被害状況の把握を的確に行い、必要な箇所に必要な予
算を配分し、有効に活用できるよう努める
こととしている。

なお、松くい虫被害の根絶のためには、国土全域で防除を実施する方法も考えられる
が、これに要する費用を考慮すると、保全すべき松林を限定した上で徹底的な防除を行
うとともに、その周辺の松林において抵抗性マツやマツ以外の樹種へ転換する等の対策
を適宜組み合わせ、「微害」の状況を維持する防除手法が、とり得る手段の中で最も効率
的であると考えられる。

反映の方向性 保全すべき松林において松くい虫被害の終息に向け、引き続き伐倒・焼却等による駆
除措置、薬剤による予防措置、抵抗性マツやマツ以外の樹種へ転換する等の対策を適
宜適切に組み合わせた総合的かつ的確な防除の実施に努めることとする。

特に被害の先端地域である東北地方の寒冷地等においては、新たな地域への被害
のまん延を防止するため、引き続き国庫支援により、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、地域の実情に応じた計画的かつ的確な防除対策に資することと
する。

施策⑤ 国民参加の森林(もり)づくりと森林の多様な利用の推進

担当課名 林野庁研究・保全課

施策の 不在村地主の増加や木材価格の低迷から放置された森林が増加している中、森林及
目指すべき姿 び林業について広く国民の理解を得て、国民参加の森林(もり)づくりと森林の多様な利
（必要性） 用の推進を図る。

このため、企業、ボランティア団体等による森林(もり)づくり活動への支援や里山林の
再生活動のための取組等を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

森林(もり)づく
り活動への年 森林(もり)づくり活動への年間 120万人 170万人 －
間延べ参加者 延べ参加者数 （21年度） （24年度）
数の増加

※「森林（もり）づくり活動についてのアンケート調査」は３年に１度しか実施していない
ことから、平成22年度及び平成23年度については、以下の指標を用いて総合的な判
定を行うこととする。

【a】企業による森林（もり）づくり ＜企業による森林（もり）づくり活動
活動実施箇所数 実施箇所数が増加すること＞

【ｂ】里山林の保全・整備・利用 ＜里山林の保全・整備・利用に取
に取り組む団体数 り組む団体数が増加すること＞

【ｃ】森林（もり）づくり活動支援 ＜森林（もり）づくり活動支援組織
組織（森づくりコミッション）数 （森づくりコミッション）数が増加す

ること＞

評 有効性 企業、森林ボランティア団体等の活動を支援することは、国民各界各層に森林づくり
活動への理解と参画を得て森林整備を進めるにあたって、有効な施策である。
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また、里山林の荒廃が拡大するなか、里山林の保健･文化･教育的利用や里山資源の
利用と一体的に整備を取り組むための指針を実証・確立することは、地域住民等の里山

価 林再生への取組意欲を向上させるのに有効な施策である。

効率性 国民参加の森林づくりを推進するに当たっては、企業、森林ボランティア等の個々の
活動への直接支援と、企業、森林ボランティア団体等が森林づくり活動を行うための環
境整備とを実施してきたが、近年の森林づくり活動への参加者の増加により後者の取組
を強化することが広範な支援となり効率的であると考える。

また、里山資源の活用方法が確立されていない現状において、その活用方法等を確
立し地域住民に提案する手法が効率的であると考える。

反映の方向性 国民参加の森林(もり)づくりと森林の多様な利用の推進を図るため、個々の企業、ボラ
ンティア団体等の活動への支援から、活動フィールドの紹介や企業と森林所有者との連
絡調整などを行う中間支援組織への支援など、森林づくり活動をサポートする活動への
支援に重点を置くとともに里山林の再生と利活用のための指針の実証・確立を推進す
る。

施策⑥ 山村地域の活性化

担当課名 林野庁計画課

施策の 森林の有する多面的機能を持続的に発揮するためには、森林所有者等が山村地域
目指すべき姿 に生活し、適切な森林整備・保全を持続的に行うことが重要であるが、山村地域におい
（必要性） て、過疎化・高齢化が一層進んでいる状況にあるため、山村地域の活性化を図る。

このため、山村における就業機会の増大、都市と山村との共生・対流の取組等を推進
する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

新規定住者数 ① 全国の振興山村地域注７の 104％ 100％ 100％ － －
及び交流人口 中から抽出した市町村に対 （21年度） 以上 以上
の維持向上等 し、(1)新規定住者数、(2)交 （各年度）
山村地域の活 流人口、(3)地域産物等販売
性化 額の指標のうちいずれかを

満たす市町村の割合 （前年
度比）

② 森林資源を積極的に利用 30流域 80流域 60流域 － －
している流域注８の数 （20年度） （25年度）

評 有効性 森林由来のカーボン・クレジットの活用、自然体験や癒し効果、山村におけるスローラ
イフ等、森林・山村に対する国民や企業等の関心が高まる中、林業・木材産業の振興に
加え、豊富な森林資源をはじめとする山村資源を新たに活用する取組を促し、森林・山
村への国民や企業等からのニーズに応える産業の創出を通じて、都市と山村との交流

価 や就業機会の増大等を推進することは、山村の活性化を図るために有効である。
なお、森林・山村資源を活用した新たなビジネスの創出支援については、これまでの

単発的なアドバイザーの派遣に変えて、ビジネス創出の可能性の高い取組に絞った上
で、商品化の試行や評価、本格的な事業化に向けた計画策定に至るまで継続的に技術
的支援を行うことにより、さらなる有効性が見込まれる。

効率性 行政事業レビューの結果を踏まえ、森林・山村資源を活用する新たなビジネスの創出
支援については、山村の活動主体への助成を間接交付から直接交付に転換すると同時
に、普及啓発のための経費等を縮減し、必要な予算を要求する。

なお、都市と山村との交流や就業機会の増大等を推進するためには、山村の意欲あ
る者、NPO、大学等の多様な主体の創意工夫を引き出すとともに、都市の企業等のニー
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ズと山村の取組を結びつけることにより、都市の企業等による森林・山村資源の活用を促
し、山村とのヒト・モノ・カネの流れを拡大する手法が効率的であると考えられる。

反映の方向性 豊富な森林資源をはじめとする山村資源から新たな付加価値を創出するため、民間
の創意工夫を活かしたビジネスの立ち上げを支援する。また、森林由来のカーボン・クレ
ジットの活用、森林の持つ教育・健康機能の利用等、森林資源を新たに活用する都市の
企業等と山村との協働関係の構築を図る。

第三者委員会 ・ 杉などの単層林では災害が多いようなので広葉樹林化を図るべきではないか。（阿部委員）
委員の意見 ・ 杉があるから災害が起こるのではなく、杉は水分が多い山に植林され、その山が崩れ易い。しか

し、間伐を適切に行わないと木が成長できず、表層が崩れることになる。（速水委員）
・ 森づくり活動への参加者は、ＮＰＯだけではなく、企業など幅広く、様々な形での参加を評価でき

るようにしたらよい。（堀口委員、速水委員）
・ 森林病害虫等の被害に関して、100％という目標としているが、完全に目標達成しようとするほどコ

ストが高まることをよく考えておくべき。（高崎委員）

総合的評価 必要性、有効性、効率性を鑑みて、予算要求することは妥当。
特に、10年後に木材自給率50％、森林吸収目標3.8%の達成に向けて各施策とも連携を図り、推

進すること。
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