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農地による炭素貯留について



機密性○情報 ○○限り
農地管理による炭素貯留について

● 土壌有機物は、土壌の物理的、化学的、生物的な性質を良好に保ち、また、養分を作物に持続的に供給す● 土壌有機物は、土壌の物理的、化学的、生物的な性質を良好に保ち、また、養分を作物に持続的に供給す
るために極めて重要な役割を果たしており、農業生産性の向上・安定化に不可欠。

● 農地に施用された堆肥や緑肥等の有機物は、多くが微生物により分解され大気中に放出されるものの、一
部が分解されにくい土壌有機炭素となり長期間土壌中に貯留される。

ＣＯ2ＣＯ

【農地・草地土壌の炭素収支モデル】

部が分解されにくい土壌有機炭素となり長期間土壌中に貯留される。

光合成呼吸
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堆肥等の
有機質資材の投入

微生物の活性
に応じて変動

ＣＯ2
我が国全体としては、農地土壌

はＣＯ２の排出源となっている
が、有機物の施用等による土壌炭
素の貯留により 純排出量を減ら

収穫・残
渣の除去

に応じて変動 素の貯留により、純排出量を減ら
すことが可能。

微生物の活性は、温
度や湿度、土壌の種

類・管理等に依存

残渣の還元土壌有機炭素

土壌微生物

一部が化学的・生物的に再合成
（参考）農地土壌の断面

堆肥や植物残渣由来の有機成分
土壌微生物
による分解
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（参考）農地土壌の断面
土壌有機炭素の多い層（上層）

と少ない層（下層）
土壌炭素貯留＝微生物分解を受けにくい土壌有機炭素



機密性○情報 ○○限り国際ルールにおける農地管理の位置付け

● 京都議定書第３条４項において、各国が選択可能なＣＯ２の吸収源活動として、炭素の貯留を高める農地● 京都議定書第 条 項 お 、各国 選択可能な 吸収源活動 し 、炭素 貯留を高 る農地
管理が位置付けられているところ。

● 京都議定書第一約束期間（2008～12年）において、農地管理を吸収源対策として選択したのは、以下の4
カ国。
 カナダ
 ポルトガル

● 我が国は、農地からの温室効果ガス排出に関するデータ及びその推計方法に関する知見が不足していた

 スペイン
 デンマーク

農地・草地による炭素吸収量の算定方式

国 、農 効果 排 関す そ 推 法 関す 見 足
ことから、第一約束期間においては、農地管理を選択できず。

● ＣＯＰ１７において、京都議定書の次期枠組においては、基準年（1990年）と比較してＣＯ２の排出量が減少した場合にそ
の差を吸収量として計上するネットネット方式（現行ルール）を継続することで合意。

農地 草地による炭素吸収量の算定方式

吸収 時間

排出
基準ラインとの

純排出量

基準年
純排出量

排出量
基準ライン

約束期間

差を吸収量とし
て計上
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機密性○情報 ○○限り
京都議定書第一約束期間中の取組

① 我が国の農地における炭素貯留効果の確認

● 昭和２０年代から継続する我が国の農地土壌調査のデータ等を基に、土づくり対策として行われてきた堆
肥、緑肥等の施用により、土壌炭素の貯留量が増大することを確認。

 化学肥料の施用のみでは炭素が減少するが、堆肥の連用により一定の炭素が貯留。

① 我が国における堆肥等有機物の連用試
験例

② 堆肥を施用した場合の年間炭素貯留増加量（畑
に1.5t/10a施用した場合）

 堆肥を畑に1.5t/10a施用した場合、年間140～630kgCO２/10aの炭素が貯留。

験

2.5

（全炭素(%)）

【普通畑（灰色低地土）】

/ 施用 場 ）

土壌種
炭素

増加量
二酸化炭素

増加量

【普通畑】

稲わらたい肥0.25 t区

稲わらたい肥0.75 t区

2

土壌種 増加量
（kgC/年/10a）

増加量
（kgCO2/年/10a）

黒ボク土 40 140

化学肥料単用区

1

1.5 褐色
森林土

60 240

黄色土 70 260

0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

（連用年数）

灰色
低地土

170 630

（連用年数）

出典：土壌環境基礎調査、山口県農試ほ場における試験

注：グラフにプロットされたデータは、調査年の前後１年を含めた３年間
の平均値。

出典：「土壌環境基礎調査」の結果から、連用期間が８年以上ある地
点（普通畑26地点）の土壌炭素データを分析

４１



機密性○情報 ○○限り
京都議定書第一約束期間中の取組

② 全国の農地土壌炭素貯留量データの蓄積

● 我が国の農地を炭素吸収源として位置付けるためには、ＣＯＰで合意された国際ルールに基づいて、土壌炭素貯

留量を算定する必要。

● そのためには 現時点での土壌炭素貯留量の詳細なデ タが不可欠● そのためには、現時点での土壌炭素貯留量の詳細なデータが不可欠。

 平成２０年度より、「全国農地土壌炭素調査」を開始し、そのデータを我が国の土壌炭素貯留量の算定に活用。

【調査概要】

【定点調査と基準点調査】

通常の営農管理が行われているほ場を継続的に調査す
る「定点調査」と 営農管理を一定（例：堆肥を10 a 当たり

【調査項目】
① 土壌の性質（全炭素、仮比重等を土壌分析 に

より把握）

【調査概要】

る「定点調査」と、営農管理を一定（例：堆肥を10 a 当たり

1.5 ｔ 施用等）にしたほ場を継続的に調査する「基準点調

査」により構成

【調査点数】

より把握）

炭素貯留量は水田や畑、また土壌の種類によっ

て大きなバラツキが認められ、有機物の投入が

少ないほ場では炭素が減少する傾向。
【調査点数】

全国各地域から網羅的に代表的な水田、畑、樹園地を調
査地点に選定。

【表．平成23年度調査点数（見込）】

② 土壌炭素量に影響を与える営農手法（堆肥施用

量、作付品目、収量等をアンケート調査により把

握）

堆肥の施用に取り組む農家の割合の推移等を
農地 牧草地

定点 3028 375

基準点 310 30

【表 平成23年度調査点数（見込）】 堆肥の施用に取り組む農家の割合の推移等を

把握

【平成２３年度予算額：２４１百万円】

基準点 310 30

土壌の採取 採取した土壌 ４２



京都議定書第一約束期間中の取組

③ 全国の農地土壌炭素貯留量の推計方法の確立

● 各地域の土壌炭素データに加えて、我が国の農地の炭素貯留量を全国レベルで算定するためには、適切なモデルが必
要。
 畑地での試験を基に開発された炭素動態モデル（ＲｏｔｈＣモデル*）を、我が国の農業形態、土壌の特性等に合

わせて改良わせて改良。
 土壌炭素調査のデータを用いて、改良したモデルにより全国の農地炭素貯留量を推定するとともに、モデル自体を検証・
補正。

Ｒ ｈＣモデルを用いた土壌炭素の全国推定ＲｏｔｈＣモデルを用いた土壌炭素の全国推定

【入力データ】

＊ＲｏｔｈＣモデル：

英国ローザムステッド農業試験場
における150年を超える長期連用

試験のデ タ等を基に開発された 気象 ： 気温、降水量、水面蒸発量（月別値）
 土壌 ： 粘土含量、作土深、初期の炭素含有率、仮比重
 管理 ： 植物残渣・堆肥からの炭素投入量、植被の有無

試験のデータ等を基に開発された
炭素動態モデル

ＲｏｔｈＣ
モデル

【出力データ】
毎月の土壌炭素量

● 我が国の農地土壌の炭素貯留量の算定に当たっては、ＲｏｔｈＣモデルが畑地を対象としていることから、ＲｏｔｈＣモデルを
基に、我が国の農業形態、土壌特性を踏まえ、水田用及び畑地のうち我が国特有の土壌である黒ボク土用に新たに改良モ
デルを構築

● 国内の長期連用試験データを用いて、モデルを検証・補正

● 全国の農地土壌炭素貯留量の推定にあたり、オリジナルＲｏｔｈＣモデル、水田用、黒ボク土用の３つのモデルを組み合わ
せた農地土壌炭素貯留量推定システムを構築

● 2020の農地土壌炭素貯留量を試算し改良
４３



農地土壌を吸収源として位置づけるための当面の取組

● 今後、改良された農地土壌炭素貯留量推定システム及び 新の統計データを用いて、改めて2020年の農地土壌炭素貯留量
を推定を推定。

● 農地土壌炭素貯留量推定システムについては、今後、国内外における様々なプロセスにおいて適正性・妥当性の評価を受け
る予定。

今後、改良された農地土壌炭素貯留量推定システム及び 新の統計データを用いて、改めて2020年の土壌炭素貯
留量を推定

気候変動枠組条約に報告を行う我が国における温室効果ガス排出量・吸収量について 算定方法の改善に向けた気候変動枠組条約に報告を行う我が国における温室効果ガス排出量 吸収量について、算定方法の改善に向けた
検討を行う「温室効果ガス排出量算定方法検討会」（環境省）の場で適正性・妥当性を検討

３種類の算定モデルを組み合わせた全国の農地土壌炭素貯留量の推定について、学術論文として投稿

ＩＰＣＣ*第５次評価報告書の作成に当たり 当該論文が引用文献として採用されるよう働きかけＩＰＣＣ*第５次評価報告書の作成に当たり、当該論文が引用文献として採用されるよう働きかけ

【農地土壌によるＣＯ２排出・吸収量の試算】 【堆肥や緑肥の施用に対する支援】

1990年
● 土づくり対策事業

（参考） *ＩＰＣＣ：気候変動に関する政府間パネル

1990年
（基準年）

2010年 2020年

排出量 775万t 486万t 390万t

吸収量
（ネットネット方式）

－ 289万t 385万t

 堆肥製造施設の整備

●環境保全型農業直接支援対策
 化学肥料及び農薬の５割低減の取組とセットで行うカバークロップの
 作付等に対する支援

● 農業者戸別所得補償制度
 飼料作物等を作付けする水田での耕畜連携による堆肥施用の支援
 休閑緑肥に対する支援● 基準年と比較して、2010年における農地からのCO2排出量は減少。国際ルー

ル上、基準年からの排出量減少分を吸収量として算定することが可能。
● 2020年の数値については、 ①緑肥の作付面積を98千ha（2008年現在）から

（平成21年11月農林水産省地球温暖化対策本部）

４４

216千haに拡大、②堆肥施用量が少ない水稲において堆肥施用量を倍増す
る、などの施策を講じるものと仮定した場合の排出量・吸収量。





農林水産分野における温暖化対策農林水産分野における温暖化対策

国際協力



途上国の森林減少・劣化対策（ＲＥＤＤプラス）に貢献する技術協力

 途上国の森林減少等に由来する排出量は世界の温室効果ガス排出量の約２割とされており、森林
減少等は 先進国 途上国及び関係国際機関が 体とな て緊急に取り組むべき課題減少等は、先進国、途上国及び関係国際機関が一体となって緊急に取り組むべき課題

 気候変動枠組条約では、森林減少等の抑制を行った途上国に対し経済的なインセンティブを与える
「ＲＥＤＤプラス」について国レベルを対象とした取組みとして制度構築を検討中

 我が国の有する森林・林業技術やこれまでの国際森林・林業協力の経験や知見を活かしつつ、持続 我が国の有する森林 林業技術やこれまでの国際森林 林業協力の経験や知見を活かしつつ、持続
可能な森林経営の推進の観点から、この問題に積極的な役割を果たしていくことが必要

森林減少の現状
【REDDプラスの取組の展開】

国連枠組 構築

REす <フェーズド・アプローチ> 途上国の状況を勘案

‐4.6
2.2

‐3.4
アフリカ

ジ

森林面積の年間あたりの増減

（単位：百万ha）

国連枠組みの構築

 持続可能な森林経
営の推進
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や
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し、現場レベルの実証的な取組みを通じて得た
経験・知見を、途上国の体制整備等に活用しな
がら取組みを拡大するアプローチで、二国間・多
国間による取組みが展開
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（出典） FAO 世界森林資源評価2010

開発ｾﾝﾀｰ
(森林総合研
究所内)

度
構
築 森林のモニタリング手法、セーフガード等の技術開発

経済

森林減少からの排出抑制イメージ
1993 2000 2007

• 世界の森林面積は40億ヘクタール（全陸地面
積の３割）

• 毎年520万ヘクタール純減 （2000-2010）

• 主な減少の原因は、焼畑、森林火災、農地開 排出削減

参照レベル
（取組の効果を評価する

ためのベンチマーク）

経済的
インセンティブ

な減少 原因 、焼畑、森林火災、農地開
発、違法伐採等

• ブラジル、インドネシア等の減少が著しい。他
方、中国等では増加傾向

排出削減

時間

実際の排出量

衛星を活用した土地利用/被覆の把握技術
(画像提供：㈱アジア航測） ４５※REDD:Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degration in Developing Countries



違法伐採対策の推進

 我が国は「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方に基づき、国内外で違法伐採
対策に取り組んでいるところであり これまでに政府調達に必要な供給体制は概ね整備対策に取り組んでいるところであり、これまでに政府調達に必要な供給体制は概ね整備

 今後は、民間企業、一般消費者等への普及拡大や、合法性証明の信頼性向上が課題。特に、市場に
おいて合法木材・木材製品の差別化や、透明性向上など、対策の充実が必要

■ 違法伐採とは

○国内における取組

・グリーン購入法により、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材
とする措置を平成18年度から導入。

■ 我が国の違法伐採対策の取組状況

違法伐採とは、一般的にそれぞれの国の法律に反して行われ
る伐採をいう。

・林野庁としては、平成18年2月に「木材・木材製品の合法性、持続可能性のための

ガイドライン」を策定。政府調達に加え、地方自治体や一般消費者にも合法性、持
続可能性が証明された木材の普及を促進。

・ロシアでは、輸出品の25％が違法伐採との報告（世界銀行2005）
・中国では、輸出品の30‐32％が違法伐採との報告（全米林産物・製

紙協会2004）

○二国間協力

・インドネシアに対し、衛星データを用いた伐採状況の把握や２次元バーコードを用
いた木材履歴追跡システムに関する技術開発（平成22年度終了）等の協力。
マレ シアとの間で違法伐採等に関する専門家会合を定期的に開催・マレーシアとの間で違法伐採等に関する専門家会合を定期的に開催。

・中国（木材加工・貿易国）と、違法伐採及び関連する貿易の問題に対処するため
の覚書を2011年8月に署名。

○多国間協力
国際熱帯木材機関（ITTO）を通じ、①森林に関する法律を執行する政府の人材育
成、②森林依存住民の森林保全インセンティブの創出等のプロジェクトを支援。

○地域協力
「アジア森林パートナーシップ (AFP)」において、各国政府、国際機関、NGOと違法

合法木材普及用ポスター

「アジア森林パ トナ シップ (AFP)」において、各国政府、国際機関、NGOと違法

伐採問題の現状やその影響、対策についての情報・意見交換。

インドネシアとの協力

４６



農業温室効果ガス排出に関する
グローバル・リサーチ・アライアンス（ＧＲＡ）について

 世界の温室効果ガス排出量のうち１３．５％は農業由来であり、排出削減や炭素貯留などの研究推進
が急務

 そのため、32ヶ国が参加する農業分野の温室効果ガス排出に関するグローバルな研究ネットワークを
設立設立

 水田・畑作・畜産分野の3分野の研究グループと分野横断グループを設置

 日本は水田研究グループの議長国として研究推進に貢献

世界の温室効果ガス総
排出量の内訳

アライアンス理事会 事務局

グローバル・リサーチ・アライアンスの構造

廃棄物及び排
水 2.8%

・水田からの
メタン排出 水田 畑作 畜産

研究グループ

エネル
ギー供給
25.9%

農業

林業
17.4%

メタン排出

・家畜のゲッ
プによるメタン
排出

・家畜の排泄
物からのメタ

水 畑作 畜産

炭素窒素循環 オーストラリア・フランス
分野横断

日本・ウルグアイ 米国 NZ・オランダ

輸送
13.1％

農業
13.5%

産業
19.4%

物からのメタ
ンや亜酸化窒
素排出

・畑の肥料由
来の亜酸化
窒素排出

参加国（32ヶ国）： アルゼンチン オーストラリア ブラジル カナダ チリ 中国 コロンビア コスタリ

インベントリー カナダ・オランダ

分野横断
グループ

３住居及び商業
用ビル 7.9%

出典：IPCC第4次評価報告書（2007）

参加国（32ヶ国）： アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、コスタリ

カ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ガーナ、インドネシア、アイルランド、イタリア、日本、マ
レーシア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ペルー、フィリピン、韓国、スペイン、ス
ウェーデン、スイス、英国、米国、ウルグアイ、ベトナム
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農林水産分野における温暖化対策農林水産分野における温暖化対策

適応策等



○ 水稲の白未熟粒やりんごの日焼け果、トマトの着色障害など、温暖化による作物の被害が発生。
○ 農業分野の適応策として、産地サポート体制の構築や温暖化適応に資する農業生産設備の導入を支援。

地球温暖化適応策について（１）

地球温暖化による農業への影響 地球温暖化への適応

温暖化影響の把握

農 農

○主な作物・影響
水稲（白未熟粒の発生）、りんご（着色不良・遅延、日焼け果）、かんきつ類（浮皮、着色不良・
遅延）、トマト（着果不良）など幅広い品目で影響が報告されている。また、平成22年夏の気候

全国における地球温暖化影響の発生
や適応策の導入状況について調査を
行い、レポートとして公表。

、 着果 良 幅 影響 報 、 気候
は記録的猛暑となり、全国で被害が発生。

作目 主な現象
発生の主な要因

（障害発生時期）
主な発生地域

水稲 白未熟粒の発生
出穂期～登熟期の高温

（7～9月）
全ブロック

（北海道を除く）

着色不良・着色遅延
果実着色期の高温

（ 月）
東北、関東・北陸、

九州 沖縄

専門家によるサポートチームの

産地サポート体制の構築

りんご
着色不良 着色遅延

（8～10月） 九州・沖縄

日焼け果
果実肥大期～収穫期の高温

（7～10月）
東北、関東・北陸

かんきつ類
浮皮

開花～収穫期の高温多雨（6
～12月）

関東・北陸以西の
ブロック

着色不良・着色遅延
果実着色期の高温

（6～12月）
関東・北陸以西の

ブロック 専門家によるサポ トチ ムの
結成や産地診断による助言・指導
により県段階、産地段階での戦略
的な対応を促進。

＜平成２４予算概算決定額＞

水 稲 果 樹 野 菜
着色不良

被覆資材を利用したりんごの日焼け果軽減技術の実証

（ 月） ッ

トマト 着果不良
開花期～果実肥大期の高温

（5～10月）
全ブロック

（北海道を除く）
注：主な発生地域については、全国を5つのブロック（北海道・東北ブロック、関東･北陸ブロック、東海・近畿ブロック、中国･
四国ブロック、九州・沖縄ブロック）に分けて示している。 ※地球温暖化影響調査レポート抜粋

＜平成２４予算概算決定額＞
生産環境総合対策事業

２１百万円

着色不良

りんごの「日焼け果」

平成２３年度は、水稲４県、野菜（トマト、ほうれん
そう）５県、果樹（かんきつ類、りんご、ぶどう）５
県、計１４県で現地技術実証を実施

地球温暖化の影響に適応し得る農業生産設備
の導入を支援。
＜平成２４予算概算決定額＞

正 常

高温条件下、強い日差しに
よって果実表面の組織が障害
を受けて発生

トマトの生育（着花・着果）不良
・高温による花粉機能障害、
赤色色素（リコピン）の生成抑
制

水稲の「白未熟粒」

・水稲の登熟期（出穂・開花
から収穫までの期間）の日
平均気温が２７℃を上回る
と玄米の全部又は一部が
乳白化したり 粒が細くなる

適応策の導入支援

強い農業づくり交付金（共同利用施設の新設）
2,093百万円の内数

産地活性化総合対策事業 5,288百万円の内数

みかんの「浮皮症」

・成熟後の高温・多雨により、
果皮と果肉が分離する。（品
質・貯蔵性の低下）

乳白化したり、粒が細くなる
「白未熟粒」が多発。
・特に、登熟期の平均気温
が上昇傾向にある九州地
方等で深刻化。

細霧冷房設備
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地球温暖化適応策について（２）

○避けられない地球温暖化に対する適応策として、高温耐性品種や着色改善技術など高温下での安定生産技術を開発。

高温障害の例

水 稲

高温障害の例

果 樹

着色不良

地球温暖化適応策の取組

にこまる ヒノヒカリ

高温年でも外観品質が優れている水稲
品種「にこまる」の育成

環状はく皮処理をすると収穫時の着色が向上し赤
味が強くなり，糖度も高くなる。

正 常

にこまる ヒノヒカリ

（環状はく皮処理）
整粒
74

白未熟粒
9

その他
17

整粒
39

白未熟粒
49

その他
12

100粒中の整粒、白未熟粒、その他の数。「にこまる」は整粒が多い。 ４９



地球温暖化適応策について（３）

○気候変動により、農業生産基盤である農地、農業用水、土地改良施設にも様々な影響等が懸念。
○農業生産基盤に及ぼす影響を評価し 必要となる適応策及び推進方策等について検討

＜将来生じるおそれのある影響＞
デ

農業生産基盤への影響

気候変動に伴う、①平均気温の上昇、②降雨

これまでの取組

○農業生産基盤に及ぼす影響を評価し、必要となる適応策及び推進方策等について検討。

懸念される主な影響について、将来の気象予測データを用いて、全国的
な影響予測やモデル地区での定量的な評価により変化傾向を把握。

形態の変化、③平均海面水位の上昇により、農
地、農業用水、土地改良施設には、以下のよう
な影響が懸念。

＜農地への影響＞
土壌浸食 農地災害 増加

現在（1981～2000年）と将来（2081～2100年）にお

けるかんがい期の水田の粗用水量の変化を予
測。

モデル地区において、現在（1971～1990年）と将来
（2081～2100年）におけるダムの貯水容量の変化を
予測。

○土壌浸食・農地災害の増加
○農地の湛水被害の増加
○沿岸農地の塩類集積

＜農業用水への影響＞
○融雪利用可能量の減少 6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

事業計画時におけるダム確保容量（1971～1990）

将来の気象条件によるダム確保容量（2081～2100）

ダ
ム
確
保
容
量

事業計画基準年（1981年）
ダム確保容量7,456千m3

＜既に顕在化している影響への対応＞

○融雪利用可能量の減少
○かんがい必要水量の増大
○沿岸地域の河川表流水等の減少

＜土地改良施設への影響＞
○水利施設の用水供給機能の低下

0

2,000

4,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

順 位

（千m3）

既に顕在化している異常な豪雨や小雨による影響に対して、土地改良施設
の管理者等も独自に対応を開始しており、施設管理者が対応を行う際に必要な
情報等を整理中。

○水利施設の洪水流下能力、排水能力の不足
○海岸保全施設の機能と安全性の低下

今後の取組今後の取組

＜中長期的な影響の予測・評価＞
気候変動影響の予測・評価に関する技術開発の動向を注視しつつ、継続

的に影響予測の結果等をフォローアップ。
＜短期的適応策の具体的検討＞＜短期的適応策の具体的検討＞

既に顕在化している影響やそれへの対応状況等を把握・分析しつつ、高
温障害に対応した水管理手法や、降雨形態の変化に対応した施設管理手法
などの短期的適応策の具体化に向けて検討。集中豪雨による農地の湛水被害
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地球温暖化適応策について（４）

○気温上昇等の気候変動による森林への影響については、長期的には、植生の変化や、森林における動植物の生態・活動
への影響をもたらすと予想
○集中豪雨の頻発、海面上昇といった影響等によって、山地災害の頻発や海岸林の消失が生じることが懸念。
○森林への温暖化の影響に対する適応策として、以下の対策等を推進。

山地災害等の防止対策

保安林の計画的な指定と管理 治山施設と荒廃森林の一体的な整備
の推進

ニホンジカなどの野生鳥獣が気温上昇に
より活動域を広げることで、森林や高山植
生等 の食害が拡大する恐れがありま

野生鳥獣被害への対応

の推進 生等への食害が拡大する恐れがありま
す。

特に、高山生態系は、温暖化に脆弱な生
態系の一つであり、ニホンジカの食害は、
高山生態系の脆弱性を高めるため、被害

松くい虫被害対策

災害防備等の公益的機能の発揮が求め
られる森林について、保安林の計画的な
指定の推進と適切な管理を実施。

治山施設の整備と荒廃森林の整備と
の一体的な推進のほか、海岸林の適
切な保全の推進。

調査や保護対策を実施しています。

マツノマダラカミキリなど、低温下で
はあまり活発に活動しない病害虫等
が気温上昇によって活動域を広げる

松くい虫被害対策
ハード・ソフト対策等による総合的
な治山対策

山地災害の危険性の高い箇所の把
握と予測

ことで、被害が拡大する恐れがありま
す。そのため、徹底的な防除や樹種
転換等の各種被害対策を推進してい
ます。

新たな施設整備や既存施設の防災機能
の強化等のハード対策、山地災害危険
地区情報の周知等のソフト対策を組合わ
せた総合的な治山対策を推進。

より精度の高い山地災害の危険性の高
い箇所の把握手法の検討等を推進。
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