
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、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・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）

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

－

林木育種戦略
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

－

林業種苗法
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
持増進等を図る

－

森林法（森林計画制度）

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

－

森林の保健機能の増進に関する特別措置法
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

－

平成23年度に実施しようとする政策（政策手段シート）

政策分野名 ⑫森林の有する多面的機能の発揮

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

森林整備事業調査費 森林環境保全整備事業の推進に当たっての調査 44

森林環境保全直接支援事業費補助金
面的にまとまって計画的に行う搬出間伐等の森林施
業と、これと一体となった森林作業道を開設

53,741

【①】
水土保全機能の維持向上

【②】
森林の多面性の確保

【③】
森林資源の循環利用

①
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

森林整備の促進等に関する調査 770

地域森林計画編成事業費補助金 地域森林計画編成に要する経費への補助 337

市町村森林整備情報緊急整備事業費補助金
市町村森林整備計画の策定等に要する経費への補
助

環境林整備事業費補助金
適切な整備が期待できない森林の広葉樹林化や、被
害森林の復旧造林等への支援

森林計画推進地方公共団体委託費
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

国有林野における公益的機能の維持増進に対応し
た管理経営の推進

9,181

森林整備地域活動支援交付金
林業事業体等による施業の集約化のために必要とな
る森林情報の収集活動その他の地域における活動を
支援

3,300

724

森林総合研究所による基幹林道等の整備 417

森林居住環境整備事業費補助金
森林総合研究所の管理する既設道を地方公共団体
へ円滑に移管するために必要な整備等

968

林業専用道整備事業費補助金等
林内輸送の中核的な役割を果たしうるトラック等が走
行するため、新たに区分された「林業専用道」を整備
等

3,538

美しい森林づくり基盤整備交付金
市町村長が定める間伐等の実施区域において、間伐
等の促進に必要な条件整備等

591

特定中山間保全整備林道事業費補助

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
独立行政法人森林総合研究所出資金

森林総合研究所による水源林の造成 23,631

国有林野森林整備事業に必要な経費
国有林野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

50,932

国有林野事業の事業実施に必要な経費（森林
空間総合利用事業等経費を除く）

58

森林計画推進委託費

445
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

48

農山漁村地域整備交付金

自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策
定し、農業農村、森林、水産各分野における公共事
業を自由に選択し、総合的、一体的な整備を支援す
る。

150,000の内数

地域に適応し生育してきた郷土樹種の供給を進める
とともに、花粉症対策苗木の生産量の増大を図るため
の育苗作業の省力化への取組等を推進

森林整備・保全費補助金のうち
デジタル森林空間情報利用技術開発事業費

デジタル森林空間情報を活用するための技術開発 264

森林整備・保全費補助金のうち
育林省力化技術開発促進事業費

育林工程の省力化に向けた技術や機械を開発し、分
析・評価を行い、それらの改善・改良に反映

25

幹線林道事業移行円滑化対策交付金
既設幹線林道に係る債務の償還等を円滑に進めるた
めの利息の補填等

378

森林環境保全総合対策事業

森林環境の保全を総合的に推進するため、生物多様
性に配慮した森林対策や「世界遺産の森林」の保全
推進、花粉発生源地域の推定、松くい虫被害モニタリ
ング技術やナラ枯れ被害防除技術の高度化に取り組
む

267

森林整備活性化資金の貸付け
造林補助事業等の実施に必要な資金を無利子で貸
付け

1,609

森林整備・保全費補助金のうち
分収林施業転換促進事業

通常伐期を予定している分収林等を対象に、短伐
期・皆伐方式から長伐期・非皆伐方式への転換を推
進

207

花粉症対策品種開発技術高度化推進事業
花粉発生源対策の推進や優良種苗の確保のため、
無花粉スギ品種の開発を加速化する技術等の開発を
推進

73

優良種苗供給促進事業

森林・林業・木材産業づくり交付金のうち
森林整備の推進

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

1,610の内数

森林・林業・木材産業づくり交付金のうち
花粉発生源対策の推進

花粉発生源対策の推進や優良種苗の確保のため、
花粉症対策採種・穂園の造成・改良を支援

1,610の内数

特別母樹林保存損失補償金 特別母樹林の保存に伴う損失補償 10
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

国際機関への拠出金のうち国際熱帯木材機関
（ＩＴＴＯ）拠出金（国際熱帯木材機関本部事務
局設置経費）

横浜市に本部を設置するITTOの事務局経費の支援 22

・国際森林年国内委員会の設置、国内における普及
広報活動を行うなど、国際森林年の活動を推進。
・途上国におけるＲＥＤＤの取組を支援できる本邦技
術者の育成や必要な調査等を行う。

570

国際機関への拠出金のうち国連食糧農業機関
（ＦＡＯ）拠出金

FAOへの資金拠出を通じた森林・林業分野の活動支
援

47

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

－

国際林業協力費
国際会議の開催を通じた途上国の能力向上等を推
進

16

国際林業協力事業費補助金及び森林計画推
進委託費

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

－

236

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］

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］

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］

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

－

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

森林整備対策指導監督費 － 149

政府開発援助国際林業協力事業費補助金及
び政府開発援助国際林業協力事業委託費

気候変動に脆弱な途上国の貧困問題、地球温暖化
防止、森林減少・劣化対策、荒廃地の復旧・再植林
等の地球的規模の課題等に対処するための森林施
業技術の開発等

植林費の損金算入の特例
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

－

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］

②

⑫－4



施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦
略（うち山地災害等の防止関連部門）

－

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

治山事業
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

60,834

地すべり等防止法

150,000の内数

1,610の内数

保安林等整備管理費

森林法（保安林制度）
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

－森林法（林地開発許可制度）
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

農山漁村地域整備交付金

自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策
定し、農業農村、森林、水産各分野における公共事
業を自由に選択し、総合的、一体的な整備を支援す
る。

－

国際機関への拠出金のうち国際熱帯木材機関
（ＩＴＴＯ）拠出金（熱帯林減少・劣化抑止のため
の違法伐採対策事業）

ＩＴＴＯを通じた熱帯林の違法伐採対策を実施

森林法（保安施設地区制度）
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

保安林の指定・解除、管理等（国有保安林関係繰入
含む）

524

－

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

－

114

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・木材産業づくり交付金のうち
山地防災情報の周知

森林整備対策指導監督費 － 149

株式会社日本政策金融公庫資金
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

融資枠
310,000

森林整備対策指導監督費 － 149

【①】
防災上特に緊急性、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】
海岸林・防風林等の延長
7,300kmの機能を維持

③
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

保安林に係る固定資産税については非課税

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］

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

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］

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

－

保安林に係る不動産取得税については非課税
保安林の非課税
［不動産取得税：地法73条の4］

保安林の非課税
［固定資産税：地法348条の2第7号］

森林・林業・木材産業づくり交付金のうち
森林資源の保護

・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

1,610の内数

森林病害虫等防除法に基づく各種防除措置等の実
施

森林病害虫等防除法

－

－

鳥獣被害防止総合対策交付金
市町村が作成する被害防止計画に基づいて行う地域
ぐるみの被害防止活動や侵入防止柵の整備等の鳥
獣被害対策を支援

1,283の内数

森林病害虫等防除事業地方公共団体委託費 松くい虫をはじめとした森林病害虫の防除等 167

森林病害虫等防除調査等委託費 松くい虫をはじめとした森林病害虫の防除等 9

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）

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

－

707

－

－

森林病害虫等防除事業費補助金 松くい虫をはじめとした森林病害虫の防除等

森林害虫駆除損失補償金 松くい虫をはじめとした森林病害虫の防除等 2

【①】
保全すべき松林の被害率を全
国的に１％未満の「微害」に抑
制

【②】
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

④
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

⑥
森林資源を活用した新たな山村ビジネスの創出に向
けて、ＮＰＯ等多様な主体が実施する計画づくり、試
行等を支援

94

73

森林総合利用推進事業
里山林の整備と里山資源の活用等を組み合わせて、
自立・継続的に実施できる地域の取組を実証・確立
し、全国的に取組の拡大を推進

45

森林整備対策指導監督費

森林（もり）づくり活動への年間
延べ参加者数の増加

⑤

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

87

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

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

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

20,357の内数

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）

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

－

森林整備・保全費補助金のうち
山村再生総合対策事業費

森林整備・保全費補助金のうち
社会的協働による山村再生対策構築事業費

森林資源の利用によるCO2排出削減・吸収量の取
引、森林の持つ教育・健康機能の利用等を通じて、
山村における新たな付加価値の創造に向けた都市の
企業等との協働関係の構築を支援

265

森林・林業・木材産業づくり交付金のうち
森林の多様な利用・緑化の推進

・子どもたちの様々な森林環境教育活動に利用する
実習林・観察林、学習展示施設等の整備

1,610の内数

国有林野事業の事業実施に必要な経費のうち
森林空間総合利用事業等経費

緑化推進対策事業
緑化行事の開催や「美しい森林づくり推進国民運動」
の展開による国民への普及啓発、企業やＮＰＯ等の
森林づくり活動のサポート体制の整備等を推進

森林整備対策指導監督費 － 149

森林整備対策指導監督費 － 149

－ 149
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