
参考資料

１．達成目標の設定理由等

施策① 多面的機能に応じた森林整備の計画的な推進

【目標①】 （目標設定の考え方）
水土保全機能の維持向 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
上 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、自然条件や

地域のニーズ等を踏まえ、多面的機能に応じて、より適切な森林の整備・保全を進め
【目標②】 ることが必要である。
森林の多様性の確保 このため、森林整備保全事業の目標等を定めた「森林整備保全事業計画（平

成21年4月閣議決定）」に基づき、「水土保全機能の維持向上」、「森林の多様性の確
【目標③】 保」、「森林資源の循環利用」を目標として設定した。
森林資源の循環利用

（各年度の目標値の考え方）
【目標①】 指標 水土保全機能の維持向上

育成途中の水土保全林（３から12齢級）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を平成20年度の71%から、適切な間伐
や高齢級の森林への誘導等の人工林の管理等を行い、下層植生や樹木の根の発達
等を図ることにより、平成25年度の79％までに、各年度一定割合で向上させることとした。

なお、適切な森林整備を実施しない場合、水土保全機能が良好に保たれている森
林の割合は平成25年度に53％程度までに低下（すう勢値）することが予想されることか
ら、各年度のすう勢値に対する増加をもって各年度の達成状況を判定する。

○水土保全機能

２１年度実績値は見込値 （林野庁整備課）

【目標②】 指標 森林の多様性の確保
多様な樹種や階層からなる森林への誘導を目的とした整備を推進し、平成25年度

までの５年間に育成林単層林から育成複層林へ誘導する面積を7.2万haにすることと
し、その達成に向け進捗が徐々に上がるといった考えのもと年を変数とする二次曲線
を作成し、各年の目標値を設定した。

○森林の多様性

２１年度実績値は見込値 （林野庁整備課）
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【目標③】 指標 森林資源の循環利用
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平成20年度の

約10億5千万âから平成25年度の約12億1千万âまでに、各年度一定割合で増加さ
せることとした。

○森林資源の循環利用

２１年度実績値は見込値 （林野庁整備課）

（把握の方法）
【目標①】 指標 水土保全機能の維持向上

事業実施都道府県等からの実績報告により、当該年度において実施された間伐面
積等を集計し、実績値を把握。

【目標②】 指標 森林の多様性の確保
事業実施都道府県等からの実績報告により、当該年度において実施された抜き伐

り面積を集計し実績値を把握。

【目標③】 指標 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、当該年度において開設された林道の

延長等を把握し、木材として安定的かつ効率的な供給が可能となる森林の資源量を
把握。

（達成度合の判定方法）
【目標①】 指標 水土保全機能の維持向上

達成率(%)＝（H23年度実績(見込)値－H23年度すう勢値(59.89%））
÷（H23年度目標値(75.48%)－H23年度すう勢値(59.89%)）×100

【目標②】 指標 森林の多様性の確保
達成率(%)＝（H23年度実績(見込)値）÷（H23年度目標値(3.96万ha)）×100
○% ＝（○万ha）÷（3.96万ha）×100

【目標③】 指標 森林資源の循環利用
達成率(%)＝（H23年度実績(見込)値－H20基準値(104.8千万â））

÷（H23年度目標値(114.6千万â)－H20基準値(104.8千万â））×100
○% ＝（○千万â－104.8千万â）÷（114.6千万â－104.8千万â）×100

各目標とも、Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満。

（参考資料）

○間伐実施面積 （単位:千ha）

H16 H17 H18 H19 H20 H21
面 積 334 339 345 521 548 集計中

出典：林野庁整備課
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○森林吸収量

（林野庁研究・保全課）

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

【目標】 （目標設定の考え方）
事業目標の達成度等に 近年、世界的な森林面積の減少、劣化が進行している中で、地球温暖化の防止、
ついて相手国の関係者 森林保全の強化、違法伐採など、国際社会と連携しつつ取り組むべき地球規模の課
を対象としたアンケート 題となっている。このため、国際的な枠組みの中で我が国の責務を果たすことが求め
調査結果を一定以上と られており、国際的な協調の下で国内において持続可能な森林経営を推進するととも
する に、開発途上国における森林の整備及び保全等に対する積極的な協力の推進に努

めることが必要である。

その効果を把握するに際して、
・発現するまでには、一定期間を要することに加え、
・気象条件や社会制度の変革、他の援助国や開発途上国自らの取組等の種々の要
因の影響も大きいこと
等の特質を踏まえる必要があるため、「事業目標の達成度等について相手国の関係
者を対象としたアンケート調査結果を一定以上とする」を目標として設定した。

（各年度の目標値の考え方）
指標 アンケート調査

各事業の事業目標の達成度等について相手国の関係者等を対象としたアンケート
調査（４段階評価）を実施し、その平均が毎年度3.5とする。

各事業については、次の基準により事業毎に評価対象年度設定する。
①毎年度事業の実績が得られるもの（例：研修・セミナーの実施等）

→事業期間内の毎年度政策評価を実施。
②当該年度のみでは実績が得られず、事業実施期間の終了時等に実績が得られるも
の。（例：技術開発、国際ルール作り、復興支援事業等）

→事業最終年度に政策評価を実施。

（把握の方法）
指標 アンケート調査

各事業の事業目標の達成度等について、相手国の関係者等を対象としたアンケー
ト調査（４段階評価）を実施。

相手国の関係者を対象としたアンケート調査（４段階評価）結果

事業名 調査対象国
問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 平均

津波等自然災害 カンボジア 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
防備のための森
林施業・管理推

966 1015 1090 1182
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進事業(4年目）

国連森林フォー パプア・ニ
ラムフォローアッ ューギニア 3.6 3.0 3.5 3.4 2.9 3.3
プ・パートナーシ 他
ップ（4年目）

アジア・フロンテ
ィア森林協力地 ウズベキス 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
域戦略プラン策 タン
定基礎調査事業 タジキスタ
（5年目） ン

国民参加海外森 インドネシ 4.0 4.0 3.8 3.8 3.8 3.9
づくり事業 ア
(5年目） パナマ

平 均 値 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8

目標達成状況（3.8/3.5*100） 109%

（達成度合いの判定方法）

指標 アンケート調査
〈評価の視点〉
・妥当性

対象国の実情やニーズに合致した事業内容となっていたか。
・有効性

想定された事業目標が達成できたか。
・効率性

事業成果を達成する上で、適切かつ効率的な事業内容となっていたか。
・インパクト

事業成果は、上記の目標の達成に貢献するか。
・自立発展性

事業成果は、事業終了後も継続的・発展的に活用されていくと見込まれるか。
それぞれの項目ごとに、４（強くそう思う・Excellent）、３（そう思う・Good）、２（そう思わな

い・Poor）、１（全くそう思わない・Very Poor）、の４段階で評価を行ってもらう。
各目標ごとに上記５項目についてそれぞれ平均値を算出する。

４ 3.5 ３ 2.5 ２ 1.5 １
Excellent Good Poor Very Poor

(強くそう思う) (そう思う) (そう思わない) (全くそう思わない)
目標値

〈達成度合いの計算方法〉
指標① アンケート調査
それぞれの結果を集計し、５項目の平均値を算出し、以下の基準によりランクを判定

する。

Ａランク：アンケート調査結果の５項目の平均値が4.0～3.2以上 (目標値の90％以上)
Ｂランク：アンケート調査結果の５項目の平均値が3.1～2.1 （目標値の60％以上）
Ｃランク：アンケート調査結果の５項目の平均値が2.0以下 （目標値の60％未満）

ただし、評価の視点５項目の平均値がＢランク以上であっても、５項目中１項目でも1.5
以下となったものについては目標の達成度をＣランクとする。

さらに、３（そう思う・Good）以外の評価を行った項目には、特に記載欄を設けて、何故
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そのような評価を行ったかという意見を収集し、相手国のニーズの把握を行う。

（参考資料）
○人材訓練・養成の実施人数
政府職員や住民等に対して実施している持続可能な森林経営の達成のための人材

訓練・養成の実施人数をカウント。

持続可能な森林経営の達成のための人材訓練・養成の実施人数
事業名 概 要

森林減少防止のための ラオスにて同国森林局職員延べ44名を対象に衛
途上国取組支援事業 星画像解析講習、延べ27名を対象にワークショップ、

現地カウンターパート延べ11名を対象に研修を実施

ＣＤＭ植林総合推進対 インドネシアにて、同国政府職員、研究者等
策事業 延べ57名を対象にＣＤＭ植林研修を実施

津波等自然災害防備の カンボジアにて同国政府の林務職員延べ48名
ための森林施業・管理 を対象にワークショップを開催
推進事業

国民参加海外森づくり インドネシアにてＮＧＯ延べ12名を対象に現地研
事業 修を実施

合 計 延べ199名

○現地カウンターパート等からの主なコメント

事業名 コメント

津波等自然災害防 ・本プロジェクトはラタナキリ県（カンボジア）に直接利益をもた
備のための森林施 らすと考えられる。
業・管理推進事業 ・短期間のプロジェクトであったが、当地の森林政策の発展に

重要な役割を果たすだろう。

国連森林フォーラ ・本セミナーは、より良い持続可能な森林経営のための、ネッ
ムフォローアップ・ トワークの強化と経験の共有を促進するだろう。
パートナー国森林 ・情報・経験・意見の交換により、ＲＥＤＤに関する認識と知識
専門家会合開催費 が高まった。このことは、事業を展開する担当者としての今後

の業務に役立つだろう。

アジア・フロンティ ・本事業はＪＩＣＡとの協力関係を構築し、ウズベキスタンの森
ア森林協力地域戦 林政策の改善に貢献する。
略プラン策定基礎 ・タジキスタンでは技術支援、能力向上を必要としており、今
調査事業 後の協力関係について検討中。

国民参加海外森づ ・インドネシア林業省は、本事業の成果をインドネシア大統領
くり事業 並びに林業大臣へ報告した。

・当パイロット事業の実施により、環境面に加えて、社会、経済
的な面からも地域住民へ便益が行き渡り、良い成果が得られ
た（パナマ）。

○我が国の企業等が実施主体のＣＤＭ植林の実施状況 (単位：件)

年度 H18 H19 H20 H21

方法論審査注９段 2 1 0 0
階

⑫－12



方法論承認済 0 1 2 2

ＰＤＤ審査注10段 0 1 2 1
階

正式登録済 0 0 0 1

※ＵＮＦＣＣＣウェブサイトによる情報。上記のほか、世界銀行が実施主体のＣＤＭ植林プロジェクトに日

本企業が出資者として参加しているものがある。

○ＩＴＴＯ拠出事業により、訓練等を受けた国と人数

事業名 実施国 訓練者数

違法伐採対策のため ガイアナ・カンボジア・リベリア H21：243人（見込値）
の木材貿易情報シス 等12カ国
テム等の確立対策事
業(H18-20)

施策③ 山地災害等の防止

【目標①】 （目標設定の考え方）
防災上特に緊急性、必 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
要性の高い集落におけ 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
る周辺の森林の山地災 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もとより、治山事業を適
害防止機能等の確保 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等の未然防止

等を図る必要がある。なかでも地域の安全・安心な暮らしを確保する上で重要な集落
【目標②】 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
海岸林・防風林等の延長 ら、重点的に治山対策を展開する必要がある。また、風害、飛砂、海岸侵食等から近
7,300ｋｍの機能を維持 接する市街地、工場や農地などを保全するために、海岸林・防風林等の保全を推進

する必要がある。
このため、森林整備保全事業の目標等を定めた「森林整備保全事業計画（平成21

年4月閣議決定）」に基づき、「５年間で、荒廃地があり人家数が多い集落など防災上
特に緊急性、必要性の高い約４千集落を対象に、周辺の森林の山地災害防止機能等
の確保を図る」、「海岸林・防風林等の延長7,300ｋｍの機能を維持する」を目標として
設定した。

（各年度の目標値の考え方）
【目標①】指標

山地災害のおそれがある地区（山地災害危険地区）に近接する約13万３千集落（平
成20年度末現在）のうち、特に、荒廃地があり人家数が多いなど防災上特に緊急性、
必要性の高い箇所等について、治山施設の設置等を重点的に進めることにより、周辺
の森林の山地災害防止機能等が確保される集落数を増加させるという観点から、平成
21年度からの５年間で、「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
要性の高い約４千集落を対象に、周辺の森林の山地災害防止機能等の確保を図る」
を設定した。

なお、この他の集落においても、治山施設の設置等の整備が計画的に進められる
ほか、突発的に発生した山地災害に対する復旧事業を実施するとともに、山地災害危
険地区の情報提供等を通じ、地域における避難体制の整備等と連携することにより、
地域の安全性の向上に努める。

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
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（千集落）

（林野庁治山課）

【目標②】指標
前年度の天然現象により被災し機能の低下した海岸林等の延長について、当該年

度までの治山対策により機能が回復した延長の割合（回復率）を概ね100%（「海岸林・
防風林等の延長7,300ｋｍの機能を維持する」）とすることを目標として設定した。

機能の低下した海岸林・防風林等の回復率

（回復率(%)）

（林野庁治山課）

（把握の方法）
各指標について、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

災害危険地区及び機能の低下した海岸林等における治山対策の実施状況を集計し
実績値を把握。

（達成度合の判定方法）
【目標①】指標

当該年度の目標と基準値との差を比較する。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。

達成率(%)＝（H21年度実績(見込)値－H20基準値(51.8千集落））
÷（H21年度目標値(52.6千集落)－H20基準値(51.8千集落)）×100

【目標②】指標
前年度の天然現象により機能の低下した海岸林等について、当該年度までの治山

対策による回復率を達成率とし、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。

達成率(%)＝（当該年度までに治山事業により機能の回復した海岸林等の延長）
÷（機能の低下した海岸林等の延長(前年度)）×100

施策④ 森林病害虫等の被害の防止

【目標①】 （目標設定の考え方）
保全すべき松林の被害 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
率を全国的に１％未満の 異なることに加え、被害を放置すれば、容易に地方公共団体の行政区域を越え
「微害」に抑制 て広域的に拡大・まん延してしまう。また、先端地域対策が十分になされない
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ことで未被害地へ松くい虫が侵入した場合、森林資源に多大な被害を及ぼすと
【目標②】 いう性質を有する。
高緯度・高標高の被害先 このような松くい虫被害の対策の進捗について的確に把握し、着実な実施を
端地域が存する都府県 図るためには、全国的な観点で被害発生都府県の対応状況を踏まえ、統一的な
の保全すべき松林の被 目標の達成を目指すとともに、被害先端地域と位置づけて国費を重点的に投入
害率を全国の平均値以 している地域の状況等を踏まえ、被害先端地域や未被害地域における適切な対
下に減少 応に関する目標の達成を目指すことが重要である。

このため、「保全すべき松林の被害率を全国的に１％未満の「微害」に抑える」、「高
緯度・高標高の被害先端地域が存する都府県の保全すべき松林の被害率を全国の
平均値以下に減少させる」を目標として設定した。

（各年度の目標値の考え方）
【目標①】指標

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達成を図ることから、
「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
合を各年度100％とする」ことをこれまでに引き続き用いるものとする。

また、未被害地域において新たな被害の発生を防止する対策について目標達成
を図ることから、「新たな市町村で松くい虫被害の発生があった場合に、法令等に
基づいてまん延防止措置を適切に実施する」ことを設定した。

○保全松林の被害率が１％未満の微害に抑えられている都府県の割合を各年度100％

年 度 H20 H21 H22 H23 H24 H25
目 標 値(%) 100 100 100 100 100 100
達成割合(%) 64 69

（見込値）

※H21達成割合は見込み値

○新たな市町村で松くい虫被害の発生があった場合に、法令等に基づいてまん延防止措置

を適切に実施

年 度 H20 H21 H22 H23 H24 H25
新たな発生件数 2 3
適切な実施件数 2 3
達成割合(%) 100 100

※H21件数は見込み値

【目標②】指標
国費等が重点的に投入されている地域における対策について目標達成を図ること

から、「高緯度・高標高の被害先端地域が存する都府県の保全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させる」
ことを設定した。

○被害先端地域が存する都府県の保全松林の被害率を、当該年度の全国の保全松林にお

ける被害率の平均値以下に減少させる（達成割合の100以上は100％として扱う）

年 度 H20 H21 H22 H23 H24 H25
全国平均被害率(%) 0.64 0.57

（見込値）

先端地域被害率(%) 0.66 0.57
（見込値）

達成割合(%) 97 100
※H21達成割合は見込み値

（把握の方法）
都道府県等からの聞き取りにより、実績値を把握。

（達成度合の判定方法）
【目標①】
指標①
保全松林の被害率が１％未満の微害に抑えられている都府県の割合を各年度100％
達成割合(％)＝被害率が１％未満の微害に抑えられている都府県数÷45都府県（北
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海道、青森を除く）×100
指標②
新たな市町村で松くい虫被害の発生があった場合に、法令等に基づいてまん延防止
措置を適切に実施した割合
達成割合(％)＝新たな被害が発生した市町村のうち措置を適切に実施した市町村数

÷新たな被害が発生した市町村数×100

【目標②】指標
被害先端地域が存する都府県の保全松林の被害率を、当該年度の全国の保全松林
における被害率の平均値以下に減少させる（達成割合の100以上は100％として扱う）
達成割合(％)＝全国の保全松林の被害率平均÷先端地域が存する都府県の保全

松林被害率×100

目標①、②それぞれについて、当該年度の目標値と実績値とのかい離を比較する。
毎年度の目標達成については、達成割合が、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。

（参考資料）

○保全すべき松林における被害率の推移

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
被害率（％） 0.66 0.63 0.65 0.61 0.57 0.64 0.57

（見込値）

出典：林野庁研究・保全課

○哺乳動物による森林被害 (単位：千ha)

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
シカ 4.3 4.5 3.9 3.5 3.0 3.5 3.7 12月下旬

その他 2.7 2.7 3.5 2.3 2.1 2.4 3.0 12月下旬

注：その他は、クマ、イノシシ、サル、カモシカ、ノウサギ及びノネズミ 出典：林野庁研究・保全課

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

【目標】 （目標設定の考え方）
森林(もり)づくり活動への 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
年間延べ参加者数の増 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
加 が重要である。近年、市民等の自発的な森林づくり活動やＮＰＯ等が提供する森林環

も り

境教育・体験活動等森林ボランティア活動が活発化するとともに、企業の社会的責任
活動の一環として森林づくりへの参画が見られている。また、平成19年の２月より官民

も り

一体となった「美しい森林づくり推進国民運動」の取組が始まっており、今後、こうした
も り

企業やＮＰＯ等多様な主体が行う森林づくり活動等を促進し、森林・林業及び森林の
も り

整備・保全を推進するためには広い国民の参加が必要であることから、「森林づくり活
も り

動への年間延べ参加者数を増加させる」を目標として設定した。

（各年度の目標値の考え方）
現在、森林ボランティア活動を行っている団体は2,677団体あり、年々増加している

ことに加え、平成19年から始まっている「美しい森林づくり推進国民運動」に官民一体
も り

となって取り組んでいることから、森林ボランティア活動に対する国民の意識は高まっ
ているものと考えられる。一方、近年、企業の社会的責任活動に関する意識が向上し
ており、社会貢献活動の一環として森林づくり活動に取り組んでいる企業も出てきている。

も り

国民の幅広い参加を推進するには、ＮＰＯや任意団体等の森林ボランティア団体の
活動に加え、企業による森林づくり活動の促進が重要であり、このような取組が全国に

も り

広がることを目指すことが必要である。
このため、多様な森林づくりの企画・提案や活動場所の確保、活動の情報提供など

も り

活動に係るサポートを行い、森林ボランティア活動への参加者を増加させること、すな
わち森林ボランティア活動への年間延べ参加者数（推計値）を平成21年度の約120万
人から平成24年度に170万人にすることを目標値とする。

なお、この目標値は森林ボランティア団体に対して行っている「森林づくり活動につ
も り
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いてのアンケート調査」（３年毎に実施）により把握可能である。

○ 森林づくり活動についてのアンケート集計結果
も り

年間延べ参加人数については、参加人数欄の人数幅の中心となる数値にそれぞ
れの回答団体数をかけ合わせたものの合計を有効回答数で割り、年間延べ参加者人
数を推計。平成18年度から平成21年度にかけて増加した人数と同数の増加を見込み
目標値を170万人と設定。

（平成15年度）5×25＋30×181＋75×196＋300×345＋750×64＋3,000×40＋5,00
0×1＝296,755人

296,755（人）×1,165（全森林ボランティア団体数）/852（全回答団体数）＝405,420
人≒40万人
（平成18年度）5×33＋30×199＋75×238＋300×445＋750×116＋3,000×52＋5,0
00×7＝435,485人
435,485（人）×1,863（全森林ボランティア団体数）/1,090（全回答団体数）＝745,200
人≒70万人
（平成21年度）5×18＋30×126＋75×182＋300×603＋750×133＋3,000×76＋5,

000×2＝536,170人
536,170人×2677（全森林ボランティア団体数）/1140（全回答団体数）＝1,259,058

≒120万人
（120万人（平成21）－70万人（平成18年度））＝50万人

※この増加分を平成２４年度までに見込む。
120万人＋50万人＝170万人

⑫－17

年間延べ参加人数 平成１５年度 平成１８年度 平成２１年度

回答数 割合（％） 回廊数 割合（％） 回答数 割合（％）

１０人未満 25 3 33 3 18 2

１０人以上～５０人未満 181 21 199 18 126 11

５０人以上～１００人未満 196 23 238 22 182 16

１００人以上～５００人未満 345 40 445 40 603 53

５００人以上～１０００人未満 64 8 116 11 133 12

１０００人以上～５０００人未満 40 5 52 5 76 7

５０００人以上 1 0 7 1 2 0

有効回答数計 852 100 1090 1090 1140 100

ボランティア団体数 1,165 1,863 2,677

有効回答率 73% 59% 43%



森林づくり活動への年間延べ参加者数（推計値）
も り

なお、実績値を把握する「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）づくり活動実施箇所数＜企業による森林（もり）づくり活動実施
箇所数が増加すること＞

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

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

○企業による森林づくり活動実施箇所数 (単位：箇所)

も り

H18 H19 H20 H21
企業による森林づくり活動実施箇所数 244 325 472 638

も り

出典：林野庁研究・保全課

○里山林の保全・整備・利用に取り組む団体数
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

団体数 458 555 657 900 1,154 － 1,511 1,698 集計中

出典：林野庁計画課

○森林づくり活動支援組織（森づくりコミッション）数 (単位：組織)

も り

H19 H20 H21
森づくりコミッション数 8 22 23

出典：林野庁研究・保全課

（把握の方法）
３年ごとに実施される「森林づくり活動についてのアンケート調査」より森林づくり活

も り も り

動への参加者数を推計。
「森林づくり活動についてのアンケート調査」が実施されない平成22年度及び平成2

も り

3年度においては、
a 林野庁研究・保全課業務資料により実績値を把握。
ｂ 林野庁計画課業務資料により実績値を把握。
ｃ 林野庁研究・保全課業務資料により実績値を把握。

（達成度合の判定方法）
平成24年度目標値と平成21年度基準値との差に対する平成24年度実績（推計）値

と平成21年度基準値との差の割合（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。

なお、「森林づくり活動についてのアンケート調査」が実施されない平成22年度及び
も り

170
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平成23年度においては、上記ａ～ｃの指標を用いて総合的な判定を行うこととする。

（参考資料）

○森林ボランティア活動件数 (単位：件)

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
件 数 1,362 1,741 2,540 2,856 3,291 3,336 3,695 3,744 -

出典：（社）国土緑化推進機構

○森の子くらぶ活動注11の参加者数 (単位：千人)

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
参加者数 239 250 289 327 343 318 355 363 集計中

出典：林野庁計画課

○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)

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
団体数 262 360 378 411 439 465 506 -

出典：（社）国土緑化推進機構

○森林づくりボランティア活動への参加意向

施策⑥ 山村地域の活性化

【目標】 （目標設定の考え方）
新規定住者数及び交流 我が国の森林面積の６割を占める山村は、木材の安定供給をはじめ、国土や
人口の維持向上等山村 自然環境の保全、水源のかん養、森林の二酸化炭素吸収を通じた地球温暖化防
地域の活性化 止等、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしている。

一方、過疎化や高齢化が進む山村において、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、産業振興による就業機会
の増大や都市と山村との共生・対流等を推進し、山村の活力を向上させること
が重要であることから、「新規定住者数及び交流人口の維持向上等、山村地域の
活性化を図る」を目標として設定した。

（各年度の目標値の考え方）
指標① (1)～(3)の指標のうちいずれかを満たす市町村の割合

山村地域への定住、都市と山村との共生・対流、山村地域における産業振興を全
国的に把握するため、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、「(1)新規定住者数、(2)交流人口数、(3)地域産物等販売
額について、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」ことを設定し、前年度比１００％以上とすることを目標とした。

指標② 森林資源を積極的に利用している流域の数
森林資源の活用が、産業振興を通じた山村地域の活性化に重要であり、流域単位

で地域森林計画をたてているため、森林整備保全事業計画の成果指標のうち、「山村
地域の活性化に関する、森林資源を積極的に利用している流域の数を平成25年度に
80流域とする」ことを設定し、各年度一定割合で向上させることを目標とした。
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平成19年５月調査 1,827 54.8% 11.0% 43.8% 43.4% 26.4% 17.0% 1.8%

平成15年12月調査 2,113 40.7% 8.0% 32.7% 53.1% 30.8% 22.3% 6.2%

出典：内閣府「森林と生活に関する世論調査」

該
当

者
数

(

人

)

参
加

し
た
い

 
 

 

(

小
計

)

参
加

し
た
く
な
い

 
 

 

(

小
計

)

わ
か

ら
な
い

⑫－19



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

21年度実績値は見込値

○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結果
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

対象者数 96 102 312 249 360 451 450
回 答 数 91 80 170 161 226 238 267

有効回答数 70 73 137 108 155 217 256
いずれかを満たす 49 52 73 70 107 151 187
指標（１）を満たす 10 21 23 25 34 53 74

（割合） (31%) (36%) (32%) (35%) (40%)
指標（２）を満たす 42 35 51 46 65 82 124

（割合） (70%) (66%) (61%) (54%) (66%)
指標（３）を満たす 15 13 25 23 56 74 64

（割合） (34%) (33%) (52%) (49%) (35%)
2つを満たす 15 14 18 18 34 52 59

すべてを満たす 2 3 4 3 7 3 8
いずれかを満たす

割合(%) 70 71 53 65 69 70 73
前年度比(%) - - - 123 106 101 104

注：1) ( )の数字はいずれかを満たす市町村数に対する割合 出典：林野庁計画課

注：2) H15,16年度については集計方法が異なる

○森林資源を積極的に利用している流域の数

２１年度実績値は見込値 林野庁計画課

（把握の方法）
指標① (1)～(3)の指標のうちいずれかを満たす市町村の割合

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。
指標② 森林資源を積極的に利用している流域の数

事業実施都道府県等からの実績報告。
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（達成度合の判定方法）
山村地域の活性化の状況について、指標①の割合、指標②の流域数の受益者数

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〉
指標① (1)～(3)の指標のうちいずれかを満たす市町村の割合

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。

いずれかの指標を満たす市町村の割合の前年度比(%)＝当年度の割合(%)／前年
度の割合(%)

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

ただし、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
ただし、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

ただし、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。

指標② 森林資源を積極的に利用している流域の数
森林資源を積極的に利用している流域の数を平成25年度に80流域とすること。
（対象流域）
伐採立木材積÷連年成長量×100≧40を満たす流域

その他参考データ ○林木の品種開発数

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
開発数 61 47 50 63 55 80 73 76

注：「開発数」は、（独）森林総合研究所で開発したものを計上 出典：林野庁研究・保全課

○保護林
注12

の面積 (単位：千ha)

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
面 積 622 656 658 683 778 780 780 781 (782)

出典：林野庁経営企画課
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２．用語解説

注１ 間 伐 育成段階にある森林において、樹木の混み具合に応じて育成する樹木の一部を伐
採（間引き）し、残存木の成長を促進する作業。この作業により生産された丸太が間伐
材。一般に、除伐後から、主伐までの間に育成目的に応じて間断的に実施。

注２ ＣＤＭ（クリーン開発メカニズム）植林 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、
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
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３ 持続可能な森林 平成４年の地球サミットにおいて採択された「森林原則声明」で示された考え方で、
経営 世界の全ての森林を対象に森林の保全と利用を両立し、森林に対する多様なニーズ

に永続的に対応できるような森林の取扱いを行うとするもの。

注４ 山 地 災 害 山地に起因する豪雨、地震、火山噴火、地すべり、流木等による災害。

注５ 森 林 病 害 虫 樹木又は林業種苗に損害を与える松くい虫（マツノザイセンチュウを運ぶマツノマダ
ラカミキリ等）や、その他の昆虫類、菌類、ウイルス。

注６ 保全すべき松林 保安林及びその他の公益的機能が高い松林であって松以外の樹種では当該機能
を確保することが困難な松林として都道府県知事が指定する高度公益機能森林及
び、松林としての機能を確保しつつ、高度公益機能森林への被害の拡大を防止する
措置を実施することが適当な松林として市町村長が指定する地区保全森林。

注７ 振興山村地域 山村振興法に基づき、要件（1960年林業センサスにおいて、林野率0.75以上、人口
密度1.16人／町歩未満で、交通、経済、文化等条件に恵まれず、産業開発の程度が
低いこと）を満たしている山村（旧市町村単位）から都道府県知事の申請に基づき、国

土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定する地域。

注８ 流 域 森林法第７条で規定している森林計画区。この森林計画区については、主として流
域別に都道府県の区域を分けて定められる。

注９ 方 法 論 審 査 「方法論」とは、当該ＣＤＭ植林プロジェクトによる二酸化炭素吸収量を測定するた
めのデータ収集・処理方法等を定めた文書である。適用可能な承認された方法論が
ない場合、参加者は新方法論をＣＤＭ理事会に提出し、審査を経て承認を受ける必
要がある。

注10 P D D 審 査 国連の「正式登録」までには、承認された方法論を具体的なプロジェクトに適用し
て、データ等をプロジェクト設計書（ＰＤＤ）にまとめ、（国連ＣＤＭ理事会により指定さ
れた運用機関の有効化審査を経て、）国連ＣＤＭ理事会により承認されるなどの一連

の手続きが必要である。

注11 森の子くらぶ活動 子どもたちの「生きる力」をはぐくむため、文部科学省との連携により、小・中学生や
その保護者及び地域住民を対象として土・日曜日や夏休み等に、指導者の下で植林
・下刈り作業等の森林づくり活動、森林の多様な役割に関する学習など多様な森林体
験活動を行うもので、都道府県により森の子くらぶ活動施設として登録されている地域
の森林総合利用施設等（都道府県民の森、市町村の森、国有林など）を活用して実
施。

注12 保 護 林 原生的な森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存、
施業及び管理技術の発展等に資することを目的として、区域を定め、禁伐等の管理経
営を行うことにより、保護を図っている国有林野
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