
Ⅳ 未来に向けた「美しい森林づくり」の推進と国産材の復活

（１）国民ニーズを捉えた「美しい森林づくり」に向け多角的な森林
も り

整備の推進

【 ， （ ， ） 】森林整備事業・治山事業 ３ ３４７ ２ ８２４ 億円の内数

【 （ ） 】美しい森林づくり推進国民運動の展開 １７ １１ 億円の内数

【 （ ． ） 】花粉発生源対策プロジェクト ３２ ０ ８ 億円の内数

対策のポイント

地球温暖化防止と森林資源の次世代への継承のために 「美しい森林づ、

くり」を推進します。

、 「 」 、その内容は 総合的な間伐推進のための 美しい森林づくり 促進対策

美しい森林づくり推進国民運動の展開、花粉発生源対策などです。

（我が国の森林・林業の現状）

）・森林吸収目標達成を図るために間伐実施が必要な330万haのうち、高齢級（10齢級以上

の森林が約150万ha（45% 。）

・私有林の４分の１を不在村森林所有者が所有（327万ha 。）

・平成17年の木材の自給率が７年ぶりに２割台に回復。

政策目標

① 2007年～2012年の６年間で330万haの間伐を実施し間伐の遅れを解消

② 100年先を見据え、広葉樹林化、長伐期化、針広混交林化等多様な森

林づくりを推進

京都議定書第１約束期間（2008年から2012年）における

森林吸収目標1300万炭素トンの達成

＜内容＞

１. 「美しい森林づくり」推進総合対策

（１ 「美しい森林づくり」促進対策）

森林所有者の負担、地方財政事情など森林整備を巡る情勢に対処し、また、人

工林の資源内容の変化等に対応するため、制度の充実を図るなど、総合的な取組

を展開します。



充実内容１ 高齢級森林の利用間伐を進めます。

10齢級以上（46年生以上）の森林の間伐について、民間資金の活用、事後

精算という全く新しい方式で助成します。

間伐実施者が、短期資金を民間金融機関から借り入れる際に、これに要す

る利子を国が全額負担します。返済は間伐による収入で行い、間伐実施によ

り損失が発生した場合は、損失額の2/3（間伐経費の1/2以内）を国が補填し

ます。間伐実施者はリスク軽減により意欲的な事業実施が可能となります。

高齢級森林整備促進特別対策事業 １，０００（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：都道府県協議会

充実内容２ ７～９齢級の間伐への補助を本格的に実施します。

人工林の高齢級化に対応して、以下のとおり補助対象を拡充し、団地的な

森林整備を推進します。

① ８，９齢級（36～45年生）の割合が多い団地の間伐を実施します。

② ７齢級の間伐は、水源かん養や山地災害防止などの機能の程度にかかわ

らず補助の対象とします。

育成林整備事業等（公共） ４４，０７４（３５，０６５）百万円の内数

補助率：３／１０

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

充実内容３ 現場の創意工夫が活かせる柔軟な助成を行います。

国から市町村に交付金を直接交付する仕組みを創設します。

間伐、耕作放棄地等への植林、非皆伐施業などに取り組むとともに、地域

提案枠（事業費の２割）を活用した事業を実施することができます。

美しい森林づくり基盤整備交付金（公共） １，０００（０）百万円

補助率：定額（１／２相当）

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

充実内容４ 定額助成方式による森林整備を引き続き実施します。

自治体や森林組合等が、集約化等の取組を行いつつ、森林所有者等の自己

負担を軽減することができるよう、定額助成方式の間伐を推進します。

未整備森林緊急公的整備導入モデル事業（森林・林業・木材産業づくり交付金）

２，１６９（１，９７１）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等



充実内容５ 森林整備法人等による｢非皆伐施業｣を推進します。

間伐等を繰り返す非皆伐施業への転換に地域一体で取り組めるよう、合意

形成、分収林契約の変更、協定締結等の取組を支援します。

｢美しい森林｣共同整備特別対策事業 ７００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県協議会

充実内容６ 水土保全機能の低下した保安林を整備するため治山事業を充

実します。

過密化等が進んでいる保安林の水源かん養機能や山地災害防止機能を回復

するため、健全な成長促進を図る森林整備の対象齢級を引き上げ、また、え

ん堤等の治山施設の整備と併せて行う森林整備の制度を導入します。

保育事業、復旧治山事業等（公共）

７５，２２８（５９，５３３）百万円の内数

補助率：１／２、１／３等

事業実施主体：国、都道府県

充実内容７ 路網の整備、間伐材の利用促進等を進めます。

低コスト作業システムに対応した路網整備を計画的に行うとともに、林業

用機械の整備、間伐材の用途開拓等により間伐実施の条件を整えます。

【林道改良統合補助事業（公共） ６８９（５５０）百万円】

【森林・林業・木材産業づくり交付金 １１,６８１（９，７５６）百万円の内数】

【間伐・間伐材利用推進プロジェクト事業 ６０（０）百万円】

充実内容８ 利用間伐を推進する融資制度を創設します。

利用間伐に係る計画を策定し、これに基づき利用間伐を推進する者（林業

を営む個人、法人等）に対する資金を創設します。

【金融措置要望（財務省 】）

充実内容９ 地方財政措置を充実します。

森林整備事業を円滑に進めるため、地方負担分についての財政措置を充実

します。

【地方財政措置要望（総務省 】）

充実内容10 効率的な森林整備が可能な担い手を確保します。

低コスト作業等に必要な技術を有する人材の育成・定着、森林組合等の林

業事業体における「森林施業プランナー」の養成の加速化、高性能林業機械

のリースによる導入を支援し、低コストで効率的な森林整備を担いうる林業

就業者、林業事業体を確保します。

【緑の雇用担い手対策事業 ６，７００（６，７００）百万円】

【施業集約化・供給情報集積事業 ６２１（５５９）百万円】

【がんばれ！地域林業サポート事業 ２７０（０）百万円】



（２）美しい森林づくり推進国民運動の展開 別紙１

美しい森林づくりに向けた森林の整備・保全に取り組むため、民間組織・企

業・個々の国民と一体となった「美しい森林づくり推進国民運動」の展開を

図ります。

【美しい森林づくり推進国民運動の展開 １，７４７（１，１１８）百万円の内数】

（３）森林病虫害対策の推進

松くい虫被害の北上阻止のための防除対策やトキの野生復帰に向けた松林の

。 、 。保全対策を推進します また ナラ枯れ被害の効果的な防除手法を開発します

【森林害虫駆除事業委託 １５１（１５１）百万円】

【営巣木等保全整備事業 ４１（４１）百万円】

【ナラ枯れ被害の総合的防除技術高度化調査 １０（０）百万円】

別紙２２. 花粉発生源対策の推進

花粉症対策品種の開発、苗木の生産量の増大に向けた供給体制の整備を図り

ます。また、少花粉品種への更新・広葉樹林等への誘導を重点的に促進します。

【 ， （ ） 】花粉発生源対策プロジェクト ３ １７３ ７８ 百万円の内数

３. 緑資源幹線林道事業の廃止と新たな交付金の創設

緑資源幹線林道事業について、独立行政法人の事業としては廃止し、平成20

年度からは、地方公共団体等が実施する奥地森林地域における路網の骨格となる

「山のみち」の整備に対して助成を行い、地域活性化を推進します。

山のみち地域づくり交付金等（公共） ８，０００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

［担当課：林野庁計画課（ ］０３－３５０１－３８４２（直））



美しい森林づくり推進国民運動の展開
も り

対策のポイント

美しい森林づくりに向けた森林の整備・保全に取り組むため、民間組織・企業・

個々の国民と一体となった「美しい森林づくり推進国民運動」の展開を図ります。
も り

、 。このために必要な活動やＰＲなどの経費について 民間の運動を支援していきます

美しい森林づくり推進国民運動」とは、本年２月の美しい森林づくりのための関係閣僚による・「
も り も り

会合で合意され、幅広い国民の理解と協力を得て、以下の政策目標を推進するための運動です。

本年６月１日には、民間主導で「美しい森林づくり全国推進会議 （代表：出井伸之（株）クオン」
も り

タムリープ代表取締役）が設置されています。

・この運動は、かけがえのない日本の国土を守り、美しい森林を子孫に伝えていくものです。
も り

・このため、企業、ＮＰＯ、森林所有者、都市住民等幅広い主体の参画を進めます。

政策目標

以下の事項を目標として、取組を推進します。

、 「 」○ 毎年55万ha ６年間で330万haの間伐により間伐対象森林の８割を 美しい森林
も り

にします。

○ 100年先を見据えた広葉樹林化等多様で美しい森林づくりを推進します。
も り

＜内容＞

１．国民全般、企業、ＮＰＯを対象とした取組

（１）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、
も り

企業等の森林づくり活動への参加を促進するための環境整備等を推進します。

地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業 ４７５（１６９）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）我が国の世界遺産候補地における森林の世界的な価値の保全・向上のため、森林生態系

の新たな保全管理手法の開発等を実施します。

「世界遺産の森林」保全推進に係る調査事業 ４０（０）百万円

事業実施主体：民間団体

（３）原生的な森林生態系や貴重な動植物が生息・生育する森林を維持・保全する保護林の設

定の推進を図ります。

保護林拡充緊急対策事業 ３１（０）百万円

事業実施主体：国

別紙１



２．地域の森林づくりの推進役となる森林所有者等を対象とした取組

（１）地域の林業をビジネスとして展開する経営感覚に優れた森林所有者の養成や、故郷に回

帰する団塊の世代等を対象とした所有森林の経営・管理のための支援、林業後継者等に対

する林業体験学習等を通じた普及・啓発活動等を実施します。

林業後継者活動支援事業 １０８（９７）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）森林所有者、市町村、地域住民等を構成員とする協議会を設置し、協議会が行う多様な

森林づくりのための計画の策定や、これに基づく森林の管理・保全などの取組に対して支

援します。

地域住民等との協働による美しい森林づくり推進事業 ２０（０）百万円
も り

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

３．不在村森林所有者を対象とした取組

（１）森林吸収量確保に向けて、未整備森林を対象に森林整備を進める必要があるため、森林

整備に関心の薄い不在村森林所有者への効果的・効率的な働きかけを推進します。

森林吸収量確保のための不在村森林所有者対策 ９９（０）百万円

事業実施主体：民間団体

（２）都道府県庁所在地等における「ふるさと森林会議」の開催に加え、司法書士団体と森林

組合系統との連携を通じた都市部在住の不在村森林所有者への森林施業の働きかけの強化

等により施業の集約化を図り森林整備を推進します。

施業集約化・供給情報集積事業 ６２１（５５９）百万円の内数

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

４．間伐・間伐材利用の推進

間伐・間伐材利用の推進のため、間伐材の用途開拓、環境貢献ビジネスモデルの構築等の

推進、間伐・間伐材利用コンクールを実施します。

間伐・間伐材利用推進プロジェクト事業 ６０（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体



花粉発生源対策プロジェクトの推進

対策のポイント

スギ花粉発生源対策を飛躍的に加速化させます。

このため、スギ花粉の少ない森林への転換等を重点的に促進します。また、

少花粉スギ等の苗木の供給量を大幅に増大します。

・スギ花粉症の罹患率は総人口の10％を超えると推計されています。

・これまでに開発された少花粉スギ品種は121品種、無花粉スギ品種は１品種です。

・少花粉スギ苗木の供給量は、９万本（17年）でスギ苗木全体（約1,500万本）の僅か0.6%

に過ぎません。

・全国のスギ人工林面積は約450万ha。最近のスギ造林面積は年に約6,000ha程度で、全国の

スギ林の更新を図った場合には、現在の苗木の供給体制では700年以上が必要です。

政策目標

○ 首都圏等へのスギ花粉の飛散に強く影響を与えると推定されるスギ林につい

て、少花粉スギ林等への転換を進め、10年間でおおむね５割減少させます。

○ 少花粉スギ等の苗木の供給量を10年後（平成29年）にはおおむね1,000万本に

増大します （これまでの目標は、平成28年に100万本）。

＜内容＞

１．無花粉スギ品種等の開発

（１）無花粉スギと精英樹の人工交配による新品種の開発と花粉症対策苗木の早期・大量生

産技術の開発を進めます。

花粉症対策品種開発促進事業 ３０（０）百万円

事業実施主体：民間団体

（２）無花粉スギに関する遺伝的特性を解明し、また、遺伝子組換えによる花粉発生制御技

術の開発を進めます。

【（ ） ， （ ， ） 】独 森林総合研究所運営費交付金 １０ ２１１ １０ ３１７ 百万円の内数

【遺伝子組換えによる花粉発生制御技術等の開発 １００（０）百万円】

２．花粉症対策苗木の生産供給体制の整備

（１）花粉症対策苗木の増産に不可欠なミニチュア採種園等の整備を推進します。また、花

粉症対策品種間の人工交配を行い、花粉症対策苗木の増産を進めます。

ミニチュア採種園等緊急整備事業（森林・林業・木材産業づくり交付金）４３（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県

別紙２



（ ） ）２ 花粉症対策苗木の供給量の増大を図るため、新たな挿し木生産（マイクロカッティング

の導入に必要な条件整備を進めます。

広域連携優良苗木確保対策のうちマイクロカッティング生産促進事業 ３０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（３）無花粉スギ等を短期間で普及させるため、組織培養により増殖等を行い、都道府県に

対し、無花粉スギ等の苗木を供給します。

抵抗性品種等緊急対策事業 ４８（４８）百万円の内数

事業実施主体：民間団体

３．花粉発生抑制のための林種転換等の促進

（１）首都圏等へのスギ花粉飛散量が多いと推定される発生源地域を対象に少花粉スギ林や

広葉樹林等への転換を促進するとともに、少花粉スギ苗木の着実な増産を図ります。

花粉症対策林整備資金造成事業 ２，６４６（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）花粉症対策苗木の安定的な確保、少花粉スギ林等への林種転換を円滑に誘導するため

の協議会の開催、森林所有者への普及・啓発、実施箇所の調査等の活動を推進します。

花粉症対策林整備推進事業 ８１（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（３）都市部を対象に、スギ花粉が多く飛散している発生源地域を推定する手法を用いて調

査を実施し、花粉発生源対策の重点化を図ります。

【スギ花粉発生源調査事業 ３０（３０）百万円】

【スギ花粉発生源マップ作成事業 １５（０）百万円】

（ ） 、 、４ 都市周辺のスギ人工林等において 広葉樹林や針広混交林へ誘導するための抜き伐り

雄花の多いスギ林分の間伐等を推進します。

森林環境保全整備事業等（公共） ８４，２０７（７１，７２９）百万円の内数

補助率：３／１０等

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

４．国民参加による花粉発生源対策の推進

（１）花粉発生源対策により伐採された木材の有効利用を図るため、単板製造施設、ラミナ

製造施設等をリースにより導入する場合のリース料の一部を助成します。

木材供給高度化設備リース促進事業 ２３４百万円のうち１５０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）都市住民等による花粉症対策に効果的な森林づくり活動を支援します。

地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業 ４７５（１６９）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：民間団体



（２） 森林資源の利活用による地域の新たなビジネスの創出

（ ． ） 】【森林資源利活用新産業創出対策 ２４ ０ ５ 億円

対策のポイント

森林や山村の地域資源を利活用した地域の新たなビジネスを創出すること

、林業・木材産業の再生と適切な森林整備、地域の活性化を図ります。により

（木質資源利用の可能性）

・林地残材や製材工場残材など木質資源の年間発生量は3,120万m （推計 。3 ）

・うち、熱エネルギー等としての利用量1,840万m 、未利用量1,280万m （41%)。林地残3 3

材の発生量860万m （推計）のほとんどが未利用。3

・2030年頃までに達成すべき生産目標である国産バイオ燃料600万klのうち、木質系か

らの生産可能量は200万klから220万klと試算（国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に

向けた工程表 。）

・プラスチックの生産量は1,400万t。バイオプラスチックの生産量は8.7万t（推計 。）

政策目標

１０年後に2,000億円規模のビジネスを創出

＜内容＞

１. 未利用木質資源を利用した新たな産業の創出への支援

地域の供給者と需要者が一体 未利用木質資源を利となって行う林地残材等の

用する取組への支援 エネルギー、マテリや、先進的な技術を活用した木質からの

すること等により、新たなビジネスを創出し、地域をアルの製造システムを構築

活性化します。

① 林地残材等利用計画の策定と評価、新たなビジネスモデルの構築

② 未利用森林資源活用のための、エネルギーやマテリアル利用に向けた製造シ

ステムの構築

③ 導入促進に向けたボイラー利用機器等の改良及び木質ペレットの安全性や燃

焼効率等の調査

未利用木質資源利用地域再生ニュービジネス創出支援事業

１，９８０（０）百万円

事業実施主体：民間団体等



２．森林・山村資源を活用した新たな産業づくり

森林やこれに関連する自然的・文化的資源及び広葉樹、竹などの資材を幅広

します。く活用した新たな産業の創出等を支援し、山村を活性化

山村再生総合対策事業 ３００（０）百万円】【

特用林産物消費・流通総合支援対策事業 ８０（５１）百万円】【

３. 間伐・間伐材利用の推進

間伐材の用途開拓、環境貢献ビジネスモデ間伐・間伐材利用の推進のため、

、間伐・間伐材利用コンクールを実施します。ルの構築等の推進

間伐・間伐材利用推進プロジェクト事業 ６０（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

［担当課：林野庁木材利用課（ ］０３－６７４４－２２９６（直））



（３）木材の加工流通体制の整備と林業生産コスト削減による国産

材の競争力の向上

【 （ ） 】国産材の競争力の強化 １６４ １５９ 億円

【 （ ） 】森林・林業・木材産業づくり交付金 １１７ ９８ 億円の内数

対策のポイント
林業再生の担い手の育成や森林組合等の林業事業体の活性化の支援を通

じて、林業生産コストを削減し、国産材の安定供給体制を確立します。ま

た、製材品の品質向上や物流効率化の支援等を通じて、高品質製品生産体

制の確立と流通の改革、国産材の利用拡大を進めます。これらにより、国

産材の競争力の向上を図ります。

（我が国の素材生産の労働生産性）

・我が国の だが、低コスト作業システム素材生産の労働生産性は全国平均で4.7m /人日3

（作業路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト・高効率な作業システム）を

採用し、 。8.0m /人日の生産性をあげている事業体も存在3

（我が国の木材利用）

・平成17年の 。木材の自給率が７年ぶりに２割台に回復

・平成18年の建築基準法改正等により、品質・性能の確かな木材製品の安定的な供給

乾燥材の割合は約２割に対するニーズが更に高まっているが、建築用製材品に占める

。どまり

梁・桁では１割弱、柱は約５割ど・木造住宅の構造材に使用される国産材のシェアは、

。まり

政策目標

森林施業の集約化に取り組む森林組合の拡大

森林組合員所有森林面積の約４割（19年）→約８割（21年）

木材供給・利用量を平成27年までに35％拡大

1,700万m （16年） → 2,300万m （27年）3 3

＜内容＞

１．林業再生の担い手の支援と地域の活性化

（１）多様な技術を有する人材の育成・定着の促進

し、 に「緑の雇用」を拡充 低コスト施業等に必要な技術の向上に向けた取組

対して支援することにより、多様な技術を有する人材の育成・定着を促進し

ます。

緑の雇用担い手対策事業 ６，７００（６，７００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体



（２）提案型集約化施業の推進と不在村森林所有者への働きかけの強化

における を森林組合等の林業事業体 「森林施業プランナー」の養成の加速化

集約化した施業の安定的な受託支援し、森林所有者への積極的な提案により

します。また、 による都市部在を推進 司法書士団体と森林組合系統との連携

住の不在村森林所有者への森林施業の働きかけを強化します。

施業集約化・供給情報集積事業 ６２１（５５９）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

（３）地域のニーズへのよりきめ細かな対応

森林づくり交付金と強い林業・木材産業づくり交付金の一体化 本交付金を、

により、地域のニーズによりきめ国から市町村に直接交付する仕組みの導入

細かく対応した取組を支援します。

森林・林業・木材産業づくり交付金 １１，６８１（９，７５６）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体等

２．低コスト作業システムの普及・定着の促進と低コスト育林システムの構築

路網と高性能林業機械の組合せによる低コスト作業システムの普及・定着を図

るため、 を支援します。また、苗木の運搬か高性能林業機械のリースによる導入

育林システムを構ら造林、間伐に至るまでの作業工程の低コスト化を図るため、

します。築

【がんばれ！地域林業サポート事業 ２７０（０）百万円】

【 】低コスト育林システム構築事業 ３７（０）百万円

３．品質向上と流通効率化による木材産業の競争力強化

乾燥度合いや寸法精度等の と品質管理の徹底による高品質製品の生産体制整備

による流通の改革を進め、地域材利用量の増邸別配送に対応した物流拠点の整備

大を図ります。

地域材生産・物流拠点整備支援対策 ８９５（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体等

４．住宅分野における地域材利用の推進

住宅の構造材における地域材住宅分野における地域材の利用を拡大するため、

の新たな利用技術の開発 森林所有者、製材工場、工務店などの連携 地や、 による

を図ります。域材を活用した家づくりの普及

住宅分野への地域材供給支援事業 ２６６（２０９）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

［担当課：林野庁経営課（０３－３５０１－３８１０（直 ］））



（４）流域保全のための効率的かつ総合的な国土保全対策の推進

～ 大規模山地災害総合対策 ～

【治山事業 １，３２８（１，１２０）億円】

対策のポイント

大規模災害に備えるため、既存の施設や森林等を活用する形で効率的に

山地防災力を強化します。また、危険地区の情報提供や災害発生時の支援

等のソフト対策とも一体となって、総合的な治山対策を推進します。

（我が国の山地災害の発生状況等）

・ 非常に激しい雨（1時間降水量50mm以上 」のアメダス100地点当たり年間発生回数「 ）

（昭和51年～昭和60年平均） → （平成8年～平成17年平均）16.6回 21.8回

（気象庁資料より）

・山地災害危険地区数 （平成17年度末）約23万6千箇所

・山地災害発生箇所数 （平成18年）約3,300箇所

・強い降雨現象は頻度が増す可能性が非常に高く、洪水リスクを増加させる

「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）作業部会報告書（平成19年4月6日公表 」より抜粋）

政策目標

周辺の森林の山地災害防止機能等が確保された

集落数を平成20年度末までに4,000集落増加

約４万８千集落（15年度） → 約５万２千集落（20年度）

＜内容＞

１．既存施設の機能強化の推進

既存の治山施設の防災機能を強化する山地災害の危険性の高い地区において、

ことにより、大規模な崩壊や土石流等の山地災害による被害を効果的・効率的に

します。防止・軽減

治山施設機能強化事業（公共） １，６００（０）百万円

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県

２．火山防災林の整備の推進

泥流等の流出抑制を図る緩衝帯としての機能火山山麓部の森林地帯において、

を発揮させるための森林の整備 泥流等を安全に下流に誘導する土塁の設置等や、

し、火山活動による被害を防止・軽減します。を総合的に実施

土砂流出防止林造成事業等（公共） １，１６２（６４５）百万円の内数

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県



３．流域全体を対象とした治山対策の推進

国有林と民有林とが連携して一体的な整備を行う特定流域総合治山事業等によ

し、大規模な山地災害の復旧等を効果り、流域全体を対象とした治山対策を推進

的・効率的に進めます。

特定流域総合治山事業等（公共） ７１，２８５（５７，９８８）百万円の内数

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県

４．山地災害危険地区情報の再整備

山地災害危険地区に関する情報を山地災害危険地区の再点検の結果を活用し、

し、大規模な山地災害によ地域住民等へ提供することにより、迅速な避難を助長

る被害を軽減します。

森林・林業・木材産業づくり交付金 １１，６８１（９，７５６）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：都道府県

５．森林管理局による迅速・円滑な支援の実施

大規模山地災害発生時における被害箇所の調査や、災害復旧対策についての助

森林管理局による都道府県に対する支援を引き続き言を行う専門家の派遣など、

します。迅速・円滑に実施

［担当課：林野庁治山課（０３－６７４４－２３０７（直 ］））



　緑資源機構については、「緑資源機構談合等の再発防止のための第三者委員会」の中間とりまとめ

を踏まえ、平成１９年度限りで廃止するとともに、緑資源幹線林道事業については地方公共団体の補

助事業として実施。

　水源林造成事業、特定中山間保全整備事業、農用地総合整備事業については、経過措置法人（森

林総合研究所を予定）において実施し、海外農業開発事業（ＯＤＡ事業）については、公募方式により

実施することとし、これらの事業や円滑な承継に必要な経費を措置。

（参考）　緑資源機構関連予算について

緑資源幹線林道事業

水源林造成事業

農用地総合整備事業

海外農業開発事業

特定中山間保全整備事業

緑　資　源　機　構 １９年度限りで組織廃止

※　地方公共団体の判断により必要な区間について実施できるよう、新たに「山のみち地域づくり交付金」
　　　等を創設するとともに、既設道を円滑に移管するために必要な経費等を措置

事業の透明性、効率性を確保しつつ、
経過措置法人（森林総合研究所）が実施

農林道等について必要な見直しを行い、
経過措置法人（森林総合研究所）が実施

ＯＤＡ事業については、効果的・効率的な実施
を徹底しつつ、公募方式により実施

　※完了事業に係る債権債務等は、経過措置法人
　　（森林総合研究所）が承継・管理

独法事業としては廃止

実施中の事業終了（２５年度）で廃止

※　奥地水源地域における水源かん養機能の維持増進を図るとともに、地球温暖化防止のための森林吸
　　収源対策を着実に推進するため、間伐等を一層促進

実施中の事業終了（２４年度）で廃止

経過措置法人（森林総合研究所）が実施

　　　　　　　【３，１８７（２，５８７）百万円】

　　　　　【１０，０５４（１３，７８８）百万円】

　　　　　　　　【４９４（４９４）百万円】

　　　　　【山のみち地域づくり交付金等　８，０００（０）百万円】

　　　　　【３６，５８６（２９，７０１）百万円】

　【幹線林道事業移行円滑化対策交付金　７０６（０）百万円】

※　計画の見直し、コスト縮減を図りつつ、事業効果の早期発現を推進

※　着実な事業終了に向け、適切に実施

　注：緑資源機構の海外農業開発関連業務の承継先と
　　　しては国際農林水産業研究センターとする予定。
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