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 別紙１  
 

 

「評価対象の諸施策」と政府の方針との整合性について（点検結果） 

 

 

 

食料・農業・農村基本計画（平成 27 年 3 月） 

 

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

 ２．農業の持続的な発展に関する施策 

（８）気候変動への対応等の環境政策の推進 

 ① 気候変動に対する緩和・適応策の推進 

   温室効果ガスの排出を削減するため、施設園芸や農業機械の省エネ対策、農地での炭素貯留

量の増加につながる土壌管理、施肥の適正化、家畜排せつ物の利用促進等とともに、各地域や

経営体がエネルギーの利用に関し的確な判断を行えるよう、各種エネルギーの需給動向やコス

トの分析比較等について、包括的な情報の収集、提供を行う。 

   農林水産業は気候変動の影響が大きいことから、政府全体の適応計画の策定と連動し、農林

水産分野に関する適応計画を策定し推進する。この計画は、現状及び将来の気候変動による農

林水産業への影響評価や国と地方の役割分担、極端な気象現象による災害への備え等を勘案し

て作成し、策定後も、新たに得られた知見等に基づき見直しを行う。 

 

【政府の方針の内容との整合性についての点検結果】 

・「京都議定書目標達成計画」の 34 ページに「○農林水産業における取組」という項目があり、

施設園芸や農業機械の省エネ対策に関する記載が確認できた。 

・「京都議定書目標達成計画」の 54 ページに「○施肥量の適正化・低減」という項目があり、

施肥量の低減、分施、緩効性肥料の利用に関する記載が確認できた。 

・「京都議定書目標達成計画」の別表１の 9 ページ目に「施設園芸・農業機械の温室効果ガス排

出削減対策」という項目があり、家畜排せつ物メタン発酵産生物の施設園芸への活用支援に関す

る記載が確認できた。 

・「京都議定書目標達成計画」の 23 ページに「①エネルギー起源二酸化炭素」という項目があ

り、エネルギー需給に関する記載が確認できた。 

・「気候変動の影響への適応計画」の 18 ページに「第１章 農業、森林・林業、水産業」とい

う項目があり、農林水産業への影響評価、山地災害への備えに関する記載が確認できた。 

・「気候変動の影響への適応計画」の 73 ページに「第３章 地域での適応の推進に関する基盤

的施策」という項目があり、地方公共団体に対する協力に関する記載が確認できた。 

・「京都議定書目標達成計画」において、農地での炭素貯留量の増加につながる土壌管理に関す

る記載は確認できなかったものの、同計画が策定されて以降、新たに明らかになった知見等に基

づき関連施策が講じられており、平成 28(2016)年５月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」

においては同施策が位置づけられていることが確認できた。 

 

 ② 生物多様性の保全及び利用 

   農業生産活動を通じた生物多様性の保全及び持続可能な利用を推進するため、「生きものマ

ーク」（生物多様性に配慮した農林水産業により生産された農林水産物に付与されるもの）の

効果についての検証結果や先進的な取組事例等を情報発信することにより国民理解の増進を

図りつつ、グリーン・ツーリズムなどの都市農村交流や世界農業遺産（次世代に継承すべき世

界的に重要な伝統的農業を国際連合食糧農業機関（FAO）が認定する制度）の認定拡大に向け

た取組、企業活動とも連携した生物多様性保全の取組を推進する。 

   農業が生物多様性保全に与える効果の客観的評価及び検証を行い、国際的な科学的評価の検
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討へ参加するとともに、食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約（ITPGR）など

の国際的枠組みを踏まえた、食料・農業のための遺伝資源の保全及び利用を推進する。 

 

【政府の方針の内容との整合性についての点検結果】 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 149 ページに「１ 生物多様性保全をより重視した農業

生産の推進」という項目があり、生きものマークの活用、取組事例の紹介を通じた国民理解の促

進、世界農業遺産等の制度の活用に関する記載が確認できた。 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 210 ページに「１ エコツーリズム」という項目があり、

都市農村交流に関する記載が確認できた。 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 231 ページに「生物多様性の総合評価」という項目があ

り、農林水産分野における生物多様性への影響把握や指標開発に関する記載が確認できた。 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 212 ページに「１ 遺伝資源の利用と保存」という項目

があり、食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約（ITPGR）に関する記載が確認で

きた。 

 

 ③ 農業の自然循環機能の維持増進とコミュニケーション 

   家畜排せつ物や稲わら等の資源の循環利用、農薬及び肥料の適正な使用の確保等を通じて、

環境と調和のとれた農業生産を様々な地域で推進することにより、農業の自然循環機能を維持

増進し、持続可能な農業の確立を図る。 

   その一環として、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく環境保全

型農業直接支払制度を通じて、地域でまとまりを持った環境保全型農業の取組や、農業者の技

術向上や消費者の理解増進等を図る活動を推進する。 

   農業が環境に与える影響や効果を検証し、農業が消費者等にもたらす多様な便益についても

明らかにしつつ、関係者間のコミュニケーションの促進や優良事例の共有を図るとともに、環

境に配慮した農産物の生産者と実需者のネットワークの構築等による多様な販路の構築等を

推進する。 

 

【政府の方針の内容との整合性についての点検結果】 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 151 ページに「２ 生物多様性保全をより重視した土づ

くりや施肥、防除などの推進」という項目があり、家畜排せつ物等の利用促進に関する記載が確

認できた。 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 149 ページに「１ 生物多様性保全をより重視した農業

生産の推進」という項目があり、農薬及び肥料の適正な使用の確保、環境保全型農業のと利組、

有機農業の技術体系、実需者の有機農産物への理解促進、影響評価手法の開発、ネットワークの

拡大に関する記載が確認できた。 

 

 

森林･林業基本計画（平成 23 年 7 月） 

注）現行計画は平成 28 年 5 月に閣議決定されたが、評価期間内に策定された施策を評価するため前回計画の内容を記載。 

 

第３ 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

 １ 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策 

（２）多様で健全な森林への誘導 

 ① 多様な森林への誘導と森林における生物多様性の保全 

   一定の広がりにおいて様々な生育段階や樹種から構成される森林がモザイク状に配置され

ている状態を目指し、立地条件等を踏まえつつ、育成複層林への移行や長伐期化等による多様

な森林整備を推進するため、森林所有者等が施業を選択する際の目安となる施業方法の提示や

効率的な施業技術の普及、多様な森林整備への取組を加速するためのコンセンサスの醸成等を

図る。また、原生的な森林生態系、希少な生物の生育・生息地、渓畔林など水辺森林の保全・
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管理及び連続性の確保、点在する希少な森林生態系の保全・管理等を進め、森林における生物

多様性の保全と持続可能な利用の調和を図る。 

 

【政府の方針の内容との整合性についての点検結果】 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 137 ページに「１ 重視すべき機能区分に応じた望まし

い姿とその誘導の考え方」という項目があり、多様な森林への誘導と森林における生物多様性の

保全に関する記載が確認できた。 

 

（３）地球温暖化防止策及び適応策の推進 

   京都議定書に基づく温室効果ガスの排出削減の目標達成はもとより、低炭素社会の構築のた

め、森林の適正な整備、保安林等の適切な管理・保全による二酸化炭素の吸収量の確保、木材

及び木質バイオマスの利用による炭素の貯蔵及び二酸化炭素の排出削減の取組を総合的に推

進する。その際、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成 20年法律第 32 号)に基

づく間伐等の森林整備を着実に実施するとともに、民間資金を活用した企業等による森林づく

り活動、木材製品の環境貢献度を評価・表示する「見える化」を推進する。 

   また、温暖化の進展に伴い懸念される集中豪雨等に起因する山地災害への対応、被害先端地

域における松くい虫被害の拡大防止、生物の生育・生息環境の変化に備えた生物の移動経路と

なる「緑の回廊」の設定などの適応策を推進する。 

   さらに、京都議定書第１約束期間の終了を控える中、森林及び木材利用が地球温暖化の防止

に果たす役割の評価に関する国際的な検討等に積極的に参画する。 

 

【政府の方針の内容との整合性についての点検結果】 

・「京都議定書目標達成計画」の 57 ページに「①森林吸収源対策」という項目があり、健全な

森林の整備、保安林等の適切な管理･保全等の推進、国民参加等の森林づくり等の推進、木材及

び木質バイオマス利用の推進に関する記載が確認できた。 

・「気候変動の影響への適応計画」の 28 ページに「第２節 森林･林業に関する適応の基本的な

施策」という項目があり、山地災害への対応、松食い虫被害の拡大防止、「緑の回廊」の設定に

関する記載が確認できた。 

 

４ 国有林野の管理及び経営に関する施策 

（１）公益的機能の維持増進を旨とした管理経営 

   多様で健全な森林整備を通じ地球温暖化防止に貢献するとともに、国土の保全のため、流域

全体の視点に立った効果的・効率的な治山事業等を展開する。 

   生物多様性保全のため、原生的な森林生態系や希少な生物が生育・生息する森林における「保

護林」や「緑の回廊」の設定及び適切な保全・管理を進めるとともに、人工林の間伐や長伐期

化、広葉樹の導入による育成複層林への誘導など適切な森林施業を進める。 

   このほか、野生鳥獣被害の防除、劣化した植生の回復等により、優れた自然環境を有する天

然生林を適切に保全・管理する。 

 

【政府の方針の内容との整合性についての点検結果】 

・「京都議定書目標達成計画」の 57 ページに「①森林吸収源対策」という項目があり、健全な

森林の整備に関する記載が確認できた。 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 144 ページに「11 保護林や緑の回廊をはじめとする国

有林野の管理経営の推進」という項目があり、「保護林」や「緑の回廊」の設定、人工林や天然

林における適切な森林施業に関する記載が確認できた。 
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水産基本計画（平成 24 年 3 月） 

 

第２ 水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

 ２ 新たな資源管理体制下での水産資源管理の強化 

（５）多様な海洋生物の共存下での漁業の発展の確保 

 ア 水産資源を育成する藻場・干潟等の適切な管理 

   水産生物の生活史に対応した良好な生息環境空間を創出することにより生態系全体の生産

力を底上げし、水産資源の育成と持続可能な利用を図るため、沖合漁場整備や藻場・干潟の保

全造成を行う水産環境整備事業について、事業による生物相、海洋環境、漁場利用形態の変化

を踏まえて適切に計画内容を見直していく「順応的管理手法」を採り入れながら推進する。沖

合漁場整備については、資源管理と一体として推進する。 

また、藻場・干潟の造成・保全と食害対策等を併せた磯焼け対策や漁業者や地域住民などが

行う藻場・干潟・森林などの保全活動を推進する。 

さらに、ノリの色落ち対策として、必要な栄養塩を供給できるレベルに漁場の水質を維持・

管理する手法の開発等を推進する。 

このほか、内水面では、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境の保全・創出を

図る等、水産動植物の生育環境の保全及び改善を推進する。 

 

【政府の方針の内容との整合性についての点検結果】 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 174 ページに「２ 里海・海洋における漁業」という項

目があり、漁場整備や藻場･干潟の保全造成、資源管理に関する記載が確認できた。 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 208 ページに「１ 農林水産業と生物多様性」という項

目があり、漁業者等による植林活動に関する記載が確認できた。 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 164 ページに「１．７ 内水面における漁場の保全」と

いう項目があり、内水面での水産動植物の生育環境の保全・改善に関する記載が確認できた。 

 

 エ 生物多様性に配慮した海洋生物資源の保存・管理の推進 

   海洋の生態系や生物多様性の保全と漁業の持続的な発展とを両立するため、 

  ① 海鳥、ウミガメ等の混獲の影響評価の実施や混獲回避技術の向上・普及 

  ② サメ類のトレーサビリティの強化や種別の管理措置 

  ③ 資源の保存管理の手法の一つとして必要な海洋保護区の設定の適切な推進 

  などに取り組む。 

 

【政府の方針の内容との整合性についての点検結果】 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 173 ページに「１．６ 海洋生物の保護・管理」という

項目があり、海鳥、ウミガメの混獲の影響評価、混獲回避技術の開発に関する記載が確認できた。 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 175 ページに「２．４ 生物多様性に配慮した水産資源

の保存・管理の推進」という項目があり、サメ類を含んだ高度回遊性魚類の持続利用な利用・管

理に関する記載が確認できた。 

・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の 170 ページに「１．２ 海洋生物多様性の保全のための

保護区」という項目があり、海洋保護区の設定の適切な推進に関する記載が確認できた。 
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 別紙２  
 

他分野との比較について 

 

 

１．温室効果ガスの排出・吸収状況について  

 

表２－１ 平成 26(2014)年度における我が国の温室効果ガスの排出･吸収状況 

単位：百万 t-CO2  

 全体（Ａ） 農林水産分野（Ｂ） Ｂ／Ａ 

排 出 量 1,364 (100.0％) 42 (100.0％) 3.1％ 

 

 

 

 

二酸化炭素 1,265 (92.8％) 4 (10.0％) 0.3％ 

メタン 36 (2.6％) 28 (65.6％) 76.6％ 

一酸化二窒素 21 (1.5％) 10 (24.4％) 48.7％ 

その他ガス 42 (3.1％) ― (0.0％) 0.0％ 

吸 収 量 58 (100.0％) 57 (100.0％) 98.1％ 

 

 
森林吸収源対策 50 (86.2％) 50 (87.9％) 100.0％ 

農地管理・牧草地管理

・都市緑化 

8 

 

(13.8％) 

 

7 

 

(12.1％) 

 

86.3％ 

 

  資料：環境省・国立環境研究所「日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2014 年度）確報値」（平

成 28(2016)年４月 15 日） 

 

 

表２－２ 実質ＧＤＰ当たりの温室効果ガス排出量（産業別） 

単位：億円、千 t-CO2、t-CO2/億円  

 実質ＧＤＰ（Ａ） 温室効果ガス排出量（Ｂ） Ｂ／Ａ 

農林水産業 

 

62,772 

 

3,607 

[41,979] 

57.5 

[668.8] 

鉱業 1,938 2,261 

[37,185] 

1,166.7 

[19,187.3] 

運輸業 243,190 217,039 

[218,900] 

892.5 

[900.1] 

製造業 1,122,317 409,894 

[422,204] 

365.2 

[376.2] 

  注１：裸書きの数字はエネルギー起源二酸化炭素排出量。[  ]は非エネルギー起源 CO2、メタン、一

酸化二窒素を含めた排出量。 

   ２：実質 GDPの産業分類と温室効果ガス排出量の産業分類の範囲が一致していない場合もある。 
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   ３：農業では農畜産物の生産過程においてメタンや一酸化二窒素の発生が、鉱業、製造業ではセメン

ト、アンモニア、金属などの工業プロセスにおいてエネルギー起源によらない二酸化炭素の排出

が、運輸業では燃料の燃焼過程においてメタンや一酸化二窒素の排出がある。 

  資料：内閣府「2014年度国民経済計算（2005年基準・93SNA）」、国立環境研究所 温室効果ガス

インベントリオフィス 

 

 

２．気候変動の影響評価について  

  

表２－３ 気候変動影響評価書 引用箇所
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３．農林水産分野における生物多様性の保全・利用の必要性について  

 

表２－４ 生物多様性の評価結果 

 注）第１の危機は、開発や乱獲等人が引き起こす負の影響要因による生物多様性への影響である。具体的には開発・

改変、直接的利用、水質汚濁による影響を含む。 

   第２の危機は、第１の危機とは逆に、自然に対する人間の働きかけが縮小撤退することによる影響である。里地

里山等の利用･管理の縮小が該当する。 

   第３の危機は、外来種や化学物質等人間が近代的な生活を送るようになったことにより持ち込まれたものによる

危機である。 

   第４の危機は、気候変動等地球環境の変化による生物多様性への影響である。地球温暖化の他、強い台風の頻度

増加や降水量の変化等の気候変動、海洋の一次生産の減少及び酸性化等の地球環境の変化を含む。 

 

注）視覚記号による表記に当たり捨象される要

素があることに注意が必要である。 

  評価の破線表示は情報が十分ではないこと

を示す。 

 

資料）環境省「生物多様性及び生態系サービスの総合評価報告書（JBO2）」（平成 28(2016)年３月） 
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表２－５ 政府に期待すること 

項  目 割合 

持続可能な森林資源を利用する ４２％ 

政府・自治体の行政・事業における生態系への配慮を促進する ４１％ 

河川・湖沼・海域の水質を改善する ３８％ 

農業において、生態系に配慮した方法による生産を促進する ３６％ 

生物多様性保全に関する国民理解を促進する ３４％ 

持続可能な漁業生産のための枠組みを構築する ２９％ 

侵略的外来種を除去する ２９％ 

住民・消費者の行動を促進する ２８％ 

リサイクルを促進する ２８％ 

企業の取組を促進する ２５％ 

絶滅危惧種への脅威を軽減する ２１％ 

生態系保全箇所を拡大する １９％ 

生物多様性に関する情報収集・研究（研究機関への助成を含む）を促進する １６％ 

気候変動対策を促進する １５％ 

生物多様性保全に携わる人材を育成する １４％ 

企業やＮＧＯの取組を支援する １３％ 

諸外国の生物多様性保全の取組を支援する ２％ 

その他 ２％ 

 注：５つまで複数回答。 

 資料：「生物多様性に関する意識調査報告書（(財)経済広報センター）」(2010.5) 
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 別紙３  
 

 

政策手法の選択・開発について 

 

 

表３－１ 農林水産省地球温暖化対策総合戦略における政策手法 
 

・京都議定書６％削減約束の達成に向けて、対策の着実な推進を図る 

・環境と経済が両立する持続可能な農林水産業の構築 
 

 

    Ⅰ．地球温暖化防止策 
      (1) 森林吸収源対策 
      (2) バイオマス資源の循環利用 
      (3) 食品産業等の環境自主行動計画の取組等 
      (4) 農業分野の温室効果ガス排出削減対策 
      (5) 漁業分野の省エネルギー対策 
      (6) 農業農村整備事業における温室効果ガス排出削減対策 
      (7) 地産地消の推進 
      (8) 地球温暖化防止に関する技術開発等 
      (9) 農林水産省の率先的取組 
      (10)農地土壌の温室効果ガスの吸収源としての機能の活用 
      (11)低炭素社会実現に向けた農林水産分野の貢献 
      (12)農林水産分野における省ＣＯ２効果の「見える化」 

 

 

法律、予算、国民運動、国際協力 

予算 

法律、国民運動、広報・普及 

予算、広報・普及、研究・開発 

予算、広報・普及、研究・開発 

予算、広報・普及 

予算、広報・普及 

予算、広報・普及、研究・開発 

予算 

予算、広報・普及、研究・開発 

予算、広報・普及、研究・開発 

予算、広報・普及 

    Ⅱ．地球温暖化適応策 
      (1) 農林水産業における気象被害等の発生状況を踏まえた 
        地球温暖化適応策の推進 
      (2) 地球温暖化適応策に関する技術開発等の推進 

 

 

予算、広報・普及 

 

予算、研究・開発 

    Ⅲ．農林水産分野の国際協力 
      (1) 我が国の技術を活用した国際協力 
      (2) 違法伐採対策等の持続可能な森林経営に向けた国際取組 

 

予算、国際協力、研究・開発 

法律、予算、国際協力 
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表３－２ 農林水産省気候変動適応計画における政策手法 

分野･品目別対策 
第１ 農業 
  １．農業生産総論 
  ２．農業生産の分野・品目別影響及び取組 
   (1)水稲、(2)果樹、(3)土地利用型作物、 
   (4)園芸作物、(5)畜産 
  ３．病害虫・雑草・動物感染症 
  ４．農業生産基盤 
  ５．食品・飼料の安全確保 

 
 
 
 
予算、研究・開発、広報・普及 

 

法律、予算、研究・開発 

予算、研究・開発 

予算、広報・普及、研究・開発 

第２ 森林･林業 
  １．山地災害、治山、林道施設 
  ２．人工林 
  ３．天然林 
  ４．病害虫 
  ５．特用林産物 

 

予算、研究・開発 

予算、研究・開発 

予算 

法律、予算、研究開発 

予算 

第３ 水産資源・漁業・漁港等 
  １．海面漁業 
  ２．海面養殖業 
  ３．内水面漁業・養殖業 
  ４．造成漁場 
  ５．漁港・漁村 

 

予算、研究・開発 

予算、研究・開発 

予算、研究・開発 

予算、研究・開発 

予算、研究・開発 

第４ 分野共通項目 
  １．地球温暖化予測研究、技術開発 
  ２．将来予測に基づいた適応策の地域への展開 
  ３．農林水産業従事者の熱中症 
  ４．鳥獣害 
  ５．世界食料需給予測 
  ６．適応計画の継続的な見直しと取組の進捗管理 

 
研究・開発 

予算、広報・普及 

広報・普及 

法律、予算 

予算 

－ 

 

 

 

表３－３ 農林水産省生物多様性戦略における政策手法 
 
・生物多様性をより重視した農林水産施策の推進 

・国民各層に対する農林水産業及び生物多様性への理解の促進 

・多様な主体による地域の創意工夫を活かした取組の促進 

・農林水産業を通じた地球環境の保全への貢献 
  

 

    Ⅰ．地域別の生物多様性保全の取組 
      (1) 田園地域・里地里山の保全 
      (2) 森林の保全 
      (3) 里海・海洋の保全 

 
法律、予算、広報・普及、研究開発 

法律、予算、広報・普及、研究開発 

法律、予算、広報・普及、研究開発 

    Ⅱ．森・川・海を通じた生物多様性保全の推進 
    Ⅲ．遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進 
    Ⅳ．農林水産分野における地球環境保全への貢献 
    Ⅴ．農林水産業の生物多様性の評価手法の開発及びその活用の促進 
    Ⅵ．東日本大震災からの復興と生物多様性 

法律、予算、広報・普及 

法律、予算、広報・普及、研究開発 

予算、国際協力 

予算、広報・普及、研究開発 

予算 



 - 28 - 

１．法令等による措置  

【気候変動に対する緩和・適応策の推進】 

○ 平成 25(2013)年５月には、「間伐等特措法」が一部改正され、将来にわたって二酸化

炭素の吸収作用の強化を図るため、成長に優れた種苗の安定供給に向けて、その種子等

を生産する母樹（特定母樹）の増殖に関する計画制度が新設された。 

○ 平成 25(2013)年 11 月に「農山漁村再生可能エネルギー法」が公布され、農山漁村に

おける再生可能エネルギー発電について、農林地等の利用調整を適切に行いつつ、市町

村や農林漁業者等の地域の関係者の密接な連携の下、再生可能エネルギーの導入と併せ

て地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を促進していくこととした。 

【生物多様性の保全・利用】 

○ 平成 28(2016)年３月には、種の保存法施行令の一部改正を行い、国内希少野生動植物

種 41種、特定国内希少野生動植物種４種の追加等を行った。 

○ 平成 27(2015)年９月には、森林生態系や個体群の持続性に着目した分かりやすく効果

的な保護林区分を導入し、これまで７種類であった保護林を３種類に再編したほか、自

律的復元力を失った森林を、潜在的自然植生を基本とした生物群集へ誘導する「復元」

の考え方の導入、専門的な知見を活用した簡素で効率的な管理体制の構築等を行うこと

を内容とする保護林制度の改正を行った。 

【共  通】 

○ 平成 26(2014)年度には、農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮を図るために行

われる地域活動や農業生産活動、環境保全に効果の高い営農を支援する目的で日本型直

接支払制度が創設された。また、平成 27(2015)年度からは「農業の有する多面的機能の

発揮の促進に関する法律」に基づき、国、都道府県及び市町村が相互に連携を図りなが

らこれらの取組が実施されている。 

○ 平成 24(2012)年６月に改正された「森林法」では、国有林の公益的機能の維持増進を

図るために必要であると認められるときは、森林管理局長が森林所有者等と協定を締結

して、国有林野事業により国有林と民有林の一体的な整備・保全を行うことを可能とす

る制度（「公益的機能維持増進協定制度」）が創設された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 29 - 

２．予算による措置  

 

表３－４ 評価対象期間における環境関連対策の新規事業 

事業名 

（要求年度[予算額]） 
事業内容 

戦略等への記

載の有無 

気候変動の緩和・適応策の推進 

漁港のエコ化推進事業 

（H24 新規[59 百万円]） 

再生可能エネルギーの導入等による漁港のエコ化を

推進する上での問題点を解明するため、現地調査等

を通じた検証を行う。 

有 

農山漁村再生可能エネルギー導

入事業 

（H24 新規[1,224 百万円]） 

農山漁村において、農林漁業者等の参画を得た再生

可能エネルギー電気の供給モデルの構築や、小水力

等発電設備の導入に係る調査設計や協議調整の支

援、低コスト小水力発電施設の導入等に向けた実証

等の取組への支援を行う。 

有 

水田からの温室効果ガスを削減

する技術の多国間検証 

（H24 新規[10 百万円]） 

途上国の食料生産のニーズを満たしつつ、我が国が

中心となって開発したガス発生量測定手法を用いて

ほ場実証試験を行い、温室効果ガスの排出削減ポテ

ンシャルが高い栽培管理技術を確立する。 

有 

温暖化対策貢献技術支援事業 

（H25 新規[88 百万円の内数]） 

他分野で製品化・実用化されている省エネ・省資源技

術の農業転用について、公的農業研究機関と民間企

業等との共同検証等を支援する。 

有 

食品産業環境対策推進事業 

（H25 新規[106 百万円]） 

高付加価値の国産肥飼料化やバイオガス化等の新た

な食品リサイクルシステムの構築や食品廃棄物等の

発生抑制を図るとともに、民間提案を活かした改善

の取組等による地球温暖化・省エネルギー対策の促

進を支援する。 

有 

農地土壌温室効果ガス排出量算

定基礎調査事業 

（H25 新規[124 百万円]） 

農地からの温室効果ガスの排出・吸収量の国連への

報告に必要な農地土壌中の炭素貯留量等のデータを

収集する農地管理実態調査及び排出削減のための農

地管理技術の検証を実施する。 

有 

地域バイオマス産業化推進事業 

（H25 新規[1,280 百万円]） 

バイオマス産業都市を目指す地域による計画づくり

及び計画に位置づけられたプロジェクトの推進に必

要な施設整備等を支援する。 

有 

食品ロス削減等総合対策事業 

（H26 新規[105 百万円の内数]） 

食品産業の体質強化と地域活性化に向けて、商慣習

の見直し等の食品ロス削減国民運動を展開するとと

もに、「もったいない」意識をフードチェーンの改善

につなげ、食品関連事業者による地球温暖化・省エネ

ルギー対策を普及促進する取組を支援する。 

 

有 
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事業名 

（要求年度[予算額]） 
事業内容 

戦略等への記

載の有無 

農林水産分野における地球温暖

化経済影響調査事業 

（H26 新規[10 百万円]） 

海外の地球温暖化の適応計画における経済的影響評

価とその活用状況を調査・分析し、その結果を参考と

して、今後の地域温暖化が我が国の農林水産分野に

及ぼす経済的影響評価を実施する。 

有 

省資源・省エネ生産技術対策事業 

（H27 新規[318 百万円の内数]） 

他分野で製品化・実用化されている省エネ等技術の

農業転用について、公的農業研究機関と民間企業等

との共同検証を通じ、技術の確立を支援する。 

有 

水産業の省エネ･低コスト新技術

導入加速化事業 

（H27 新規[50 百万円]） 

漁船漁業や養殖業等の省エネルギー・低コスト化に

資する新技術の実証を支援する。 有 

農地土壌炭素貯留等基礎調査事

業 

（H27 新規[318 百万円の内数]） 

農地における温室効果ガス吸収・排出量の国連への

報告（温室効果ガスインベントリ報告）に必要なデー

タを収集するため、農地土壌中の炭素貯留等の調査

及び温室効果ガス排出削減に資する農地管理技術の

検証を行う。 

有 

温暖化適応・異常気象対応のため

の研究開発 

（H27 新規[585 百万円]） 

温暖化の将来予測に基づく品種育成・生産安定技術

等、豪雨などの異常気象による被害を回避・軽減する

技術を開発する。 

有 

気候変動適応産地づくり支援事

業 

（H27 新規[318 百万円の内数]） 

気候変動や極端な気象現象に強い産地づくりを促進

するため、産地ぐるみで気候変動適応計画を策定し、

計画に即した対策の実証に取り組む産地を支援する。 

有 

REDD+推進民間活動支援事業 

（H27 新規[72 百万円]） 

我が国の民間企業等がＲＥＤＤ＋（途上国の森林減

少・劣化に由来する温室効果ガス排出の削減等）事業

を展開する際の技術的課題を解決する手法の開発や

事業実施に必要な情報の提供等により、民間企業等

のＲＥＤＤ＋への参入を促進する。 

有 

生物多様性の保全・利用 

東日本大震災農業生産対策交付

金 

（H24新規[2,899百万円の内数]） 

東日本大震災や原子力発電所事故に伴う捕獲活動の

低下による鳥獣被害の拡大を抑制するための侵入防

止柵の整備（改良復旧）等に支援する。 

有 

農林水産分野における遺伝資源

利用促進事業 

（H24 新規[26 百万円]） 

国内の遺伝資源利用者が海外の遺伝資源を円滑に取

得するために必要な情報の提供や、相手国等との意

見調整の支援をする。 

有 

水産多面的機能発揮対策 

（H25新規[3,500百万円の内数]） 

漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に

資する地球環境保全等に係る活動への支援を通じ、

全国的に多面的機能が効果的・効率的に発揮され、水

産業・漁村の活性化を図る。 

有 
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事業名 

（要求年度[予算額]） 
事業内容 

戦略等への記

載の有無 

遺伝資源の機能解析等に係る途

上国能力開発事業 

（H25 新規[24 百万円]） 

途上国との遺伝資源の取引を円滑にするため、遺伝

資源の探索及び機能解析等に関する能力向上を図ろ

うとする取組を支援する。 

有 

多面的機能支払交付金 

（H26 新規[48,251百万円]） 

農業者等で構成される活動組織が農地を農地として

維持していくために行う地域活動や、地域住民を含

む活動組織が行う地域資源の質的向上を図る活動に

交付金を交付する。 

有 

 

３．他省庁等の連携  

【気候変動に対する緩和・適応策の推進】 

○ 平成 25(2013)年度より、国内クレジット制度（経済産業省、環境省、農林水産省の３

省共管）とＪ－ＶＥＲ制度（環境省の専管）を一本化し、Ｊ－クレジット制度として中

小企業等の省エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をク

レジットとして認証する制度を経済産業省、環境省、農林水産省の３省で運営を開始し

た。 

○ 平成 27(2015)年９月に、気候変動の影響への適応に関し、関係府省庁が緊密な連携の

下、必要な施策を総合的かつ計画的に推進するため、「気候変動の影響への適応に関す

る関係府省庁連絡会議」が設置され、政府計画の策定に向けて関係府省庁間で施策の重

複等が生じないよう必要な調整を行った。 

【生物多様性の保全・利用】 

○ 本評価対象期間（平成 24(2012)年度～平成 27(2015)年度）中において、環境省、国土

交通省と連携して自然再生推進法の運用に関して以下の取組を行った。 

・ 長期にわたる自然再生に継続的に取り組むための考え方や多様化する自然再生の果

たす役割について追加するなど自然再生基本方針を見直した。（平成 26(2014)年 11月） 

・ 自然再生基本方針の変更を踏まえ、自然再生推進法の趣旨・内容を分かりやすく解

説したパンフレット「自然再生推進法のあらまし」の改訂を行った。（平成 27(2015)

年３月） 

・ 自然再生協議会の活動の進捗状況を把握し公表した。 

・ 自然再生専門家会議を７回開催しその意見を聴き、また必要に応じて現地調査を実

施し、地域の自然再生事業実施計画に対する連絡調整を行った。 

なお、これらの取組は、平成 20(2008)年４月における総務省からの「自然再生の推進

に関する政策評価」の勧告に伴う政策への反映状況を踏まえたものとなっていた。 

○ 「生物多様性国家戦略 2012-2020」に記載されている約 700 の具体的施策のうち 160

の施策について、関係省庁と連携して実施した。 

○ 農業者等に生物多様性への配慮等についてより認識してもらえるよう、環境省とも連

携しつつ、 

・ 平成 23(2011)年度から平成 25(2013)年度にかけて、農山漁村における生物多様性保
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全に資する活動の意義やその経済的価値を把握するとともに、農林漁業者がこれを媒

体にして企業等と経済的連携関係を構築するための手法を「The 自然資本」（パンフ

レット）や「自然資本を活かした農林水産業の手引き」として取りまとめた。 

・ 平成 26(2014)年度及び平成 27(2015)年度は、生物多様性保全を付加価値とした取組

を展開している農林漁業者やそれらを支援する企業などの活動を紹介・分析すること

で、新たな企業等と「つなげる・つながる」ことを目的とした「農林水産分野の生物

多様性連携シンポジウム」を開催した。 

 

４．国際的な取組  

【気候変動に対する緩和・適応策の推進】 

○ 平成 26(2014)年 9月に、農業生産性の持続的向上、レジリエンス・適応及び温室効果

ガスの排出削減・除去を目的とする「Global Alliance on Climate Smart Agriculture」

（GACSA）の立ち上げに参加した。 

○ 平成 27(2015)年 12月に、農業生産性の向上と気候変動緩和を両立しうる活動として、

農地等における炭素貯留機能の重要性を認識し、各国の科学的知見や経験の共有を図る

ことを目的とする「4/1000 イニシアティブ」の立ち上げと共同声明への署名を行うとと

もに、農地土壌に関する調査研究や施策を紹介した。 

【生物多様性の保全・利用】 

○ 平成 25(2013)年 10月に「食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約」1に

加入するとともに、「農業生物資源ジーンバンク事業」において所有する約 22 万点の植

物遺伝資源のうち、平成 26(2014)年 7 月には約 1 万 8 千点の、平成 27(2015)年 9 月に

は約 1 万 3千点の植物遺伝資源について登録を行った。 

 

５．その他政策手法の導入  

【共  通】 

○ 「気候変動に対する緩和・適応策の推進及び生物多様性の保全・利用」に関する農林

漁業技術の普及・啓蒙、国民生活の発展、農林水産施策の浸透徹底等を図るため、平成

25(2013)年度から、民間団体が主催する「地球環境大賞」、「カーボンオフセット大賞」

及び「グリーン購入大賞」を新たに後援するとともに、優秀な取組に対してそれぞれ農

林水産大臣賞を授与した 2。 

○ 環境政策室で作成しているホームページにおいて提供している情報の更新状況につい

て点検を行った結果、「気候変動に対する緩和・適応策の推進」については最新の情報

が提供されていたものの、「生物多様性の保全・利用」については一部更新がされてい

ないものが見られた。 

                                                                                  
1 食料安全保障等の観点から特に重要な植物遺伝資源について、育種や研究を目的とした取得を容易にし、それを利

用した新品種等から得られた利益の一部を途上国などにも公正かつ衡平に配分するための「多数国間の制度」を設立す

ることなどを主な内容としたもの。 
2 本評価対象期間以前は「エコプロダクツ大賞」及び「いきものにぎわい企業活動コンテスト」の２件について後援・

大臣賞授与を実施。 
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 別紙４  
 

 

緩和策の実績、進捗状況について 

 

 

表４－１ 農林水産分野の対策・施策の進捗状況（第１約束期間） 

対策・施策 排出削減量 / 対策評価指標 2008 2009 2010 2011 2012 
評

価 

施設園芸・農

業機械の温

室効果ガス

排出削減対

策 

排出削減量（万ｔ－CO2） 
18.9 

10.0 

27.1 

13.7 

31.9 

17.4 

36.0 

20.6 

43.5 

23.8 

① 

省エネ機器の導入台数（台） 
27,851 

22,400 

35,261 

30,420 

41,424 

38,440 

44,794 

45,790 

50,285 

53,140 

省エネ設備の導入（箇所） 
37,274 

21,344 

51,684 

28,514 

59,779 

35,684 

68,604 

42,854 

84,583 

50,024 

省エネモデル施設等の導入

（地区） 

19 

18 

32 

33 

49 

48 

62 

48 

72 

48 

省エネ農機の導入（台） 
65,455 

52,418 

86,921 

71,718 

109,075 

91,618 

126,083 

112,018 

148,241 

132,918 

バイオディーゼル燃料利用モ

デル地区数（地区） 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

漁船の省エ

ネルギー対

策 

排出削減量（万ｔ－CO2） 
2.43 

2.8  

9.9 

3.8 

13.5 

4.7 

14.9 

5.7 

16.4 

6.6 
① 

省エネ漁船の割合（％） 
2.89 

4.2  

8.82 

5.6  

9.7 

7.0 

10.88 

8.4  

12.47 

9.8  

バイオマス

の利活用の

推進 

排出削減量（万ｔ－CO2） 
59 

 

80 

 

91 

100 

95 

100 

95 

100 
③ 

バイオマスタウンの構築（件） 
197 

 

268 

 

303 

300 

318 

300 

318 

300 

環境保全型

農業の推進

による施肥

量の適正化・

低減 

排出削減量（万ｔ－CO2） 
45.2 

6.3 

52.9 

12.1 

38.0 

18.1 

50.3 

24.1 

- 

30.0 

① 
有機物管理割合（稲わらすき

込み：たい肥：無施用） 

65:18:17 

56:24:20 

61:23:16 

52:28:20 

57:26:17 

48:32:20 

62:22:16 

44:36:20 

65:23:12 

40:40:20 

化学肥料需要量（千トン N） 
360.1 

468.8 

350.1 

466.9 

403.9 

465.1 

387.2 

463.3 

－ 

461.5 
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対策・施策 排出削減量 / 対策評価指標 2008 2009 2010 2011 2012 
評

価 

森林・林業対

策の推進に

よる温室効

果ガス吸収

源対策の推

進 

排出削減量（万ｔ－CO2） 
4,462 4,590 4,837 5,049 5,168 

① 

2008 年～2012 年の 5 年間平均で 4,767 

森林整備面積（万 ha） 

79 81 76 75 79 

2008 年～2012 年の 5 年間平均で 78 

農林水産省

所管業種の

自主行動計

画 

日本パン工業会 

日本植物油協会 

全日本菓子協会 

精糖工業会 

日本冷凍食品協会 

日本ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合 

全日本コーヒー協会 

日本醤油協会 

日本即席食品工業協会 

日本フードサービス協会 

― ― ― ― ― 

① 

× 

10 

日本スターチ・糖化工業会 

日本乳業協会 

全国清涼飲料工業会 

日本缶詰協会 

日本ビート糖業協会 

製粉協会 

日本ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ協会 

全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会 

日本精米工業会 

日本加工食品卸協会 

― ― ― ― ― 

③ 

× 

10 

出展：京都議定書目標達成計画の進捗状況の点検（第 28 回地球温暖化対策推進本部資料(H26.7.1)）から農林水産省で

抜粋 

 

注１）排出削減量/対策評価指標の欄の上段は実績、下段は計画策定時の見込み。 

２）業種ごとの自主行動計画の目標として、各業種の自主的な判断によって、エネルギー原単位、エネル

ギー消費量、二酸化炭素排出原単位、二酸化炭素排出量の４通りの指標のいずれかが主に選択されてい

る。 
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表４－２ 農林水産分野の対策・施策の進捗状況（平成 25(2013)年度） 

対策・施策 排出削減量 / 対策評価指標 
2013 評

価 実績 見込み 

施設園芸・農業機械の温室効果

ガス排出削減対策 

排出削減量（万ｔ－CO2） 56.6 52.2 

① 

省エネ機器の導入台数（台） 63,457 57,730 

省エネ設備の導入（箇所） 104,850 98,775 

省エネモデル施設等の導入（地区） 72 48 

省エネ農機の導入（台） 179,095 153,818 

ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料利用ﾓﾃﾞﾙ地区数（地区） 5 5 

漁船の省エネルギー対策 排出削減量（万ｔ－CO2） 17.46 16.8 
① 

省エネ漁船の割合（％） 13.07 12.86 

バイオマスの利活用の推進 排出削減量（万ｔ－CO2） 95 100 
① 

バイオマスタウンの構築（件） 318 300 

環境保全型農業の推進による

施肥量の適正化・低減 

排出削減量（万ｔ－CO2） ― ― 

① 有機物管理割合（稲わらすき込み：たい肥：無施用）  ― 49:31:20 

化学肥料需要量（千トン N） 409.9 459.6 

森林・林業対策の推進による温

室効果ガス吸収源対策の推進 

排出削減量（万ｔ－CO2） 5,166 4,400 
① 

森林整備面積（万 ha） 83 81 

農林水産省所管業種の低炭素

社会実行計画 

日本スターチ・糖化工業会 

日本植物油協会 

精糖工業会 

日本即席食品工業協会 

日本フードサービス協会 

― ― 

①

× 

５ 

日本乳業協会 

全国清涼飲料工業会 

日本パン工業会 

日本缶詰ビン詰レトルト食品協会 

全日本菓子協会 

製粉協会 

全日本コーヒー協会 

日本醤油協会 

日本マヨネーズ・ドレッシング類協会 

日本加工食品卸協会 

― ― 

③ 

× 

10 

日本ビート糖業協会 

日本冷凍食品協会 

日本ハム･ソーセージ工業協同組合 

日本ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ・ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ協会 

日本精米工業会 

― ― 

④ 

× 

５ 

出展：2013年度の地球温暖化対策及び施策の進捗状況（第 33 回地球温暖化対策推進本部資料(H28.2.12)）から農林水

産省で抜粋 
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 別紙５  
 

 

評価対象期間中における適応策の実績について 

 

 

１．農業  

(1) 農業生産全般 

 高温等の影響を回避・軽減する適応技術や高温耐性品種等の導入など適応策の生産現

場への普及指導や新たな適応技術の導入実証等に取り組んだ。また、地方と連携し、温

暖化による影響等のモニタリングを行い、現場での取組事例を含む「地球温暖化影響調

査レポート」を取りまとめるとともに、農林水産省ホームページ等により適応策に関す

る情報を発信した。 

(2) 水稲 

高温対策として、肥培管理、水管理等の基本技術の徹底を図るとともに、高温耐性品

種の開発・普及を推進しており、高温耐性品種の作付けは漸増していることが確認でき

た。（表５－１） 

 

表５－１ 高温耐性品種の作付状況と適応策の実施状況 

品種名 
作付面積（ha） 

都道府県 
H22 H23 H24 H25 H26 

きぬむすめ 4,866 5,545 6,957 9,534 11,808 島根県、鳥取県、岡山県、大阪府、和歌山県 等 

つや姫 2,537 3,648 8,560 9,831 10,227 山形県、宮城県、島根県、長崎県 等 

ふさこがね 7,368 8,154 7,986 8,280 8,280 千葉県 

にこまる 2,303 2,941 4,084 5,489 7,105 長崎県、愛媛県、大分県、静岡県、高知県 等 

ふさおとめ 6,140 6,584 6,357 6,493 7,043 千葉県 

元気つくし 1,090 3,280 3,800 4,260 5,060 福岡県 

さがびより 4,360 4,380 4,560 5,070 4,890 佐賀県 

てんたかく 3,900 3,800 3,900 4,200 4,400 富山県 

あきさかり 347 1,100 1,690 2,600 3,528 福井県、広島県、徳島県 

ゆきん子舞 1,800 2,400 2,900 3,100 3,300 新潟県 

あきほなみ 852 1,634 2,140 2,175 2,301 鹿児島県 

てんこもり 930 1,200 1,300 1,400 1,900 富山県 

その他 1,234 1,374 1,552 3,643 7,632  

計 37,700 46,000 55,800 66,100 77,500  

注１）水稲の高温耐性品種は、高温にあっても玄米品質や収量が低下しにくい品種をいう。 

 ２）作付面積には推計値も含まれる。また、計は 100ha単位で表記しているため、内訳とは一致しない。 
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目的 適応策 効果の見られた都道府県 

白未熟粒・胴

割米の抑制 

高温登熟回避のための移植時期繰

り下げ（遅植え） 

秋田県、埼玉県、新潟県、富山県、福井県、滋賀県、

鳥取県、岡山県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県 

地温上昇抑制のための水管理徹底 

宮城県、山形県、茨城県、栃木県、新潟県、石川県、

滋賀県、島根県、広島県、山口県、愛媛県、高知県、

佐賀県 

稲体の活力維持のための肥培管理

の徹底、土づくりの徹底 

秋田県、新潟県、石川県、島根県、岡山県、広島県、

高知県、大分県 

胴割米の抑制 
適期刈り取りの徹底による胴割の

抑制 
青森県、新潟県、富山県、鳥取県 

着色粒の抑制 カメムシ防除の徹底 青森県 

注）平成 26年における適応策の実施状況である。 

出展：平成 26 年地球温暖化影響調査レポート（平成 27 年８月 農林水産省） 

 

(3) 果樹 

 うんしゅうみかんでは、①高温・強日射による日焼け果等の発生を軽減するため直射

日光が当たる樹冠上部の摘果、②浮皮果の発生を軽減するためカルシウム剤等の植物成

長調整剤の活用等、③着色不良対策として、摘果目的に使用するフィガロン散布の普及

を行った。また、うんしゅうみかんよりも温暖な気候を好む中晩柑（しらぬひ（デコポ

ン）、ブラッドオレンジ等）への転換を図るための改植等を推進した。 

りんごでは、着色不良対策として、「秋映」等の優良着色系品種や黄色系品種の導入

のほか、日焼け果・着色不良対策として、かん水設備の導入等を進めた。 

果樹全般においては、干ばつ時に発生しやすいハダニ類の適期防除を推進した。 

気候変動による着色不良果実の発生に対する品目共通の対応策の一つとして、このよ

うな果実も果汁用原料として積極的に活用できるよう、加工用果実の生産流通体制の整

備を推進した。 

(4) 土地利用型作物 

麦類では、多雨・湿害対策として、排水対策、赤かび病等の適期防除、適期収穫など

基本技術の徹底を図るとともに、赤かび病、穂発芽等の抵抗性品種への転換を推進した。

また、凍霜害対策として、気候変動に適応した品種・育種素材、生産安定技術の開発・

普及を行った。 

大豆では、多雨・高温・干ばつ等の対策として、排水対策の徹底を図るとともに、地

下水位制御システムの普及を推進した。また、病害虫・雑草対策として、病害虫抵抗性

品種・育種素材や雑草防除技術等の開発・普及に取り組んだ。さらに、有機物の施用や

病害虫発生リスクを軽減する輪作体系など気候変動の影響を受けにくい栽培体系の開発

に取り組んだ。 

小豆では、北海道（道央・道南）において、高温耐性品種「きたあすか」の普及を推

進した。 

茶では、防霜ファン等凍霜害施設等の導入や病害虫に抵抗性のある品種への改植等を
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推進した。 

てん菜では、病害虫対策として、高温で多発が懸念される病害に対する耐病性品種の

開発・普及に取り組んだ。 

また、高温対策として、現場における生産状況の定期的な把握・調査や最適品種を選

択するための知見の集積に取り組むほか、多雨を想定した排水対策に取り組んだ。 

(5) 園芸作物 

野菜では、高温対策として、高温条件に適応する育種素材の開発及び当該品種の普及

を推進するとともに、露地野菜では、適正な品種選択、栽培時期の調整や適期防除によ

り、安定供給を図った。 

また、干ばつ対策として、かんがい施設の整備、マルチシート等による土壌水分蒸発

抑制等を推進するとともに、干ばつ時に発生しやすいハダニ類等の適期防除を推進した。 

施設野菜では、比較的大きな施設を中心に高温対策として、地温抑制マルチ、遮光資

材、細霧冷房、パッド＆ファン、循環扇、ヒートポンプを利用した低コスト夜間冷房技

術等の導入に取り組んだ。また、台風・大雪対策として、災害に強い低コスト耐候性ハ

ウスの導入、パイプハウスの補強、補助電源の導入等を推進した。 

花きでは、高温対策として、適切なかん水の実施等を推進したほか、高温条件に適応

する品種の普及に取り組んだ。 

施設花きでは、高温対策として、地温抑制マルチ、遮光資材、細霧冷房、パッド＆フ

ァン、循環扇、ヒートポンプを利用した低コスト夜間冷房技術等の導入等を推進したほ

か、台風・大雪対策として、災害に強い低コスト耐候性ハウスの導入、パイプハウスの

補強、補助電源の導入等を推進した。 

(6) 畜産 

  家畜では、畜舎内の散水・散霧や換気、屋根への石灰塗布や散水等の暑熱対策の普及

による適切な畜舎環境の確保を推進するとともに、密飼いの回避や毛刈りの励行、冷水

や良質飼料の給与等の適切な飼養管理技術の指導・徹底に努めた。また、栄養管理の適

正化等により、夏季の増体率や繁殖性の低下を防止する生産性向上技術等の開発・普及

に取り組んだ。 

飼料作物では、気候変動に応じた栽培体系の構築、肥培管理技術や耐暑性品種・育種

素材の開発・普及等の暑熱対策に取り組んだ。また、抵抗性品種・育種素材の開発・普

及等の病害虫対策に取り組んだ。 

(7) 病害虫・雑草・動物感染症 

国内で発生している病害虫については、指定有害動植物を対象とした発生予察事業を

引き続き実施し、発生状況や被害状況等の変化を調査するとともに、適時適切な病害虫

防除のために情報発信を行った。 

国内で未発生、もしくは一部のみで発生している重要病害虫については、海外からの

侵入を防止するための輸入検疫、国内でのまん延を防ぐための国内検疫、侵入警戒調査

及び侵入病害虫の防除を引き続き実施するとともに、国内外の情報に基づいた病害虫の

リスク評価も進めた。 

また、国内で既に発生している重要病害虫については、侵入警戒調査の精度向上や、

防除技術の高度化等に向けた技術開発に順次取り組んだ。 
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動物感染症については、節足動物が媒介する家畜の伝染性疾病に対するワクチン候補

株（流行している伝染性疾病に適したワクチンを製造するためのウイルス）の選定、効

果的な防疫対策等のリスク管理の検討、鳥インフルエンザの我が国への侵入要因と考え

られる渡り鳥のリスク等に係る調査等に取り組んだ。 

(8) 農業生産基盤 

「農業農村整備における地球温暖化対応策のあり方」をとりまとめ、農業生産基盤に

関する適応策検討調査を実施するとともに、農業農村整備に関する技術開発計画に基づ

く地球温暖化の影響評価と対応に資する技術の開発を推進した。 

将来予測される気温の上昇、融雪流出量の減少等の影響を踏まえ、用水管理の自動化

や用水路のパイプライン化等による用水量の節減、ため池・農業用ダムの運用変更によ

る既存水源の有効活用を図るなど、ハード・ソフト対策を適切に組み合わせ、効率的な

農業用水の確保・利活用等を推進した。 

(9) 食品・飼料の安全確保 

国内ほ場土壌等のかび毒産生菌の分布や、国産農産物や飼料のかび毒汚染の調査を継

続し、気候変動による影響の把握に努めた。 

 

２．森林・林業  

(1) 山地災害、治山・林道施設 

  森林の有する水源の涵養、災害の防備等の公益的機能を高度に発揮させるため、保安

林の配備を計画的に推進するとともに、これら保安林等において、以下の対策を実施し

た。 

治山施設の整備や森林の整備等を推進し、山地災害を防止するとともに、これによる

被害を最小限にとどめ、地域の安全性の向上を図った。また、林野庁インフラ長寿命化

計画（行動計画）を策定し、治山・林道施設の適切な維持管理・更新等を図った。さら

に、山地災害が発生する危険性の高い地区（山地災害危険地区）に係る情報の提供等を

通じ、地域における避難体制の整備等と連携し、減災に向けた効果的な事業の実施を図

った。なお、事業実施に当たっては、現地の実情を踏まえ、治山施設への魚道の設置な

ど生物多様性の保全に努めた。 

水源涵養機能の維持増進を通じて良質な水の安定的な供給等に資するため、ダム上流

等の重要な水源地や集落の水源となっている保安林において、浸透・保水能力の高い森

林土壌を有する森林の維持・造成を図った。 

海岸防災林の整備を推進し、潮害の防備等の災害防止機能の発揮を図った。 

(2) 人工林 

気候変動が森林及び林業分野に与える影響についての調査・研究等により、気候変動

の影響に関する情報収集を行った。 

気温上昇や乾燥などの生育環境の変化に対する造林木の適応性の評価を実施するため

スギについて産地が異なる種苗の植栽試験を広域で推進した。 

(3) 天然林 

分布適域の変化など気候変動の影響に関する情報収集に努め、影響評価を行った。 

また、国有林野では、原生的な森林生態系や希少な野生生物の生育・生息地を保護す



 - 40 - 

る「保護林」や野生生物の移動経路となる「緑の回廊」を設定しており、継続的なモニ

タリング調査等を通じて状況を的確に把握し、渓流と一体となった森林生態系ネットワ

ークの形成にも努めることで、適切に保全・管理を推進した。 

(4) 病害虫 

森林病害虫のまん延を防止するため、森林病害虫等防除法に基づき都道府県等と連携

しながら防除を継続して行った。 

気温の上昇に伴う昆虫の活動の活発化により、分布域の拡大等の恐れがあるため、気

候変動による影響及び被害対策等について引き続き研究を推進するとともに、森林被害

のモニタリングを継続した。 

さらに森林病害虫被害を減少させるため、マツノザイセンチュウに対してより強い抵

抗性を有する品種の開発に資する抵抗性の効率的な判定技術の開発を推進した。 

(5) 特用林産物 

病原菌による被害状況や感染経路の推定、害虫であるキノコバエの被害の発生状況、

夏場の高温環境での収穫量への影響等のしいたけの原木栽培における気候変動による影

響把握、日光を遮断する寒冷紗の使用によるほだ場内の温度上昇を抑える栽培手法の検

討等の取組を実施した。 

 

３．水産資源・漁業・漁港等  

(1) 海面漁業 

様々な水産資源について、引き続き産卵海域や主要漁場における海洋環境についての

調査を継続し、海洋環境の変動等による水産資源への影響等の把握に努めた。また、調

査船や人工衛星等から得られる様々な観測データを同化する手法を高度化し、運用中の

海況予測モデルの精度を高めた。 

(2) 海面養殖業 

養殖業に大きな影響を及ぼす赤潮プランクトンの発生について、気候変動との関連性

に関する調査研究を継続した。 

海面養殖漁場における成長の鈍化等が懸念されるため、引き続き、高水温耐性等を有

する養殖品種の開発等に取り組んだ。特に海藻類については、これまでに開発した細胞

融合技術等によるノリの新規育種技術を用いた、高水温耐性を持った育種素材の開発や、

ワカメ等の大型藻類の高温耐性株の分離等による育種技術の開発を進めた。 

(3) 内水面漁業・養殖業 

気候変動に伴う河川湖沼の環境変化がサケ科魚類、アユ等の内水面における重要資源

の生息域や資源量に及ぼす影響評価に取り組んだ。 

内水面養殖漁場における成長の鈍化等が懸念されるため、引き続き、高水温耐性等を

有する養殖品種の開発等に取り組んだ。特に、高水温耐性を持つヤマメ個体の選別につ

いては、仔魚期の海水浸漬処理が有効であることが知られていることから、この技術の

他のサケ科魚類への適用化をはかるなど、高水温耐性をもつ家系の作出を進めた。 

(4) 造成漁場 

藻場造成に当たっては、現地の状況に応じ、高水温耐性種の播種・移植を行うほか、

整備実施後は、藻の繁茂状況、植食性動物の動向等についてモニタリングを行い、状況
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に応じて植食性魚類の除去などの食害生物対策等を実施するなど、順応的管理手法を導

入したより効果的な対策を推進した。 

(5) 漁港･漁村 

気候変動による中長期的な海面水位の上昇や強い台風の増加等により高波の増加など

に対応するため、気候変動による影響の兆候を的確に捉えるための潮位や波浪のモニタ

リングを行うとともに、防波堤、物揚場等の漁港施設の嵩上げや粘り強い構造を持つ海

岸保全施設の整備等を引き続き計画的に推進した。 

 

４．分野共通項目  

(1) 地球温暖化予測研究、技術開発 

  これまで地球温暖化予測研究については農林水産分野における影響評価を実施してき

ており、将来影響予測を提示し、IPCC 報告や各種のレポート等の作成に貢献した。ま

た、技術開発については水稲や果樹の品質低下等現在影響が生じている課題に適応する

ための技術開発を中心に行った。 

(2) 将来予測に基づいた適応策の地域への展開 

  気候変動は農林水産分野において、その生産物の供給のみならず、生産基盤としての

農地や森林、関連施設等の周辺環境に影響を与えるため、適応策の必要性等について農

林水産物の利用者や消費者等の国民各層への普及啓発活動を推進した。 

(3) 農林水産業従事者の熱中症 

熱中症に対する政府全体の取組としては、毎年７月を熱中症予防強化月間に設定する

とともに、熱中症対策の効率的・効果的な実施方策の検討・情報交換を行うことを目的

として、関係省庁で構成する熱中症関係連絡会議を設置し、同月間中、熱中症予防に向

けた対策を集中的に実施した。農林水産省としては、予防月間の実施に先立ち、都道府

県や関係団体等に対し、水分のこまめな摂取や吸汗・速乾素材の衣服の利用などの注意

事項について農林水産業従事者への周知を依頼するとともに、官民が連携して行う「熱

中症予防声かけプロジェクト」を通じ、ポスター・チラシを作成し啓発を行った。 

(3) 鳥獣害 

これまでの取組として、農作物についてはシカ、イノシシ等による鳥獣被害防止のた

めの侵入防止柵の整備、捕獲活動等への支援を行った。森林・林業については、造林木

や植生を保護するための防護柵等の設置や効率的な捕獲技術の開発、実証等に取り組ん

だ。水産業ではカワウの駆除等の取組や、トドによる漁業被害を防止・軽減するための

猟銃による採捕、新素材による強化保護網を用いた改良漁具等の導入促進等の様々な取

組を実施した。 

(4) 世界食糧需給予測 

我が国における将来の食料需給を見据えた的確なリスクへの対応を図るため、気候変

動が世界の食料需給に及ぼす影響に関し、IPCC による 2100 年を見据えた最新の評価結

果を踏まえるとともに、経済成長や人口増加等を含めた最適な予測モデルを適用した、

世界の超長期的な食料需給予測システムを構築した。 

また、中長期的な食料安定供給の確保に向けた戦略を構築していくため、気候変動の

影響を考慮しつつ、各国の経済成長や政策の動向等を踏まえた、世界の食料需給に関す
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る中長期的な予測について、農林水産政策研究所と連携を図りつつ、継続的に実施した。 

世界的な食料需給の動向について、海外の食料需給及び我が国における食料安定供給

への影響等に関する情報の一元的な収集・分析を行うとともに、我が国の食料安定供給

への影響について要因を分析した。これらの情報は、継続的に幅広く提供した。 

 



 - 43 - 

 別紙６  
 

 

生物多様性の保全・利用の実績、指標について 

 

 

１．総合点検について  

 「生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議」における１回目の点検については、原則とし

て平成 24(2012)年９月 28日の「生物多様性国家戦略 2012-2020」の策定から平成 25(2013)

年９月末までの約１年間を対象として行われており、同戦略に記載されている、５つの基

本戦略、13 の国別目標、約 700の具体的施策が対象となっている。 

 

（５つの基本戦略） 

１ 生物多様性を社会に浸透させる 

２ 地域における人と自然の関係を見直し、再構築する 

３ 森・里・川・海のつながりを確保する 

４ 地球規模の視野を持って行動する 

５ 科学的基盤を強化し、政策に結びつける 

 

 総合点検では、上記の基本戦略１から４について 41の目標値（うち６つは再掲）の点検

を行っており1、このうち農林水産省が所掌するものは表６－１のとおり 14（うち３つは

再掲）あった。 

 

表６－１ 基本戦略に関連する主な数値目標の進捗状況 

基 本 

戦 略 
項目 目標値 点検値 到達率 

２ エコファーマー累積新規認定件数 
34 万件 

[H26] 

28 万件 

[H25.3] 
82％ 

２ 
総合的病害虫・雑草管理（IPM） 

実践指標の策定自治体数 
47 都道府県 

37 都道県 

[H25.9] 
79％ 

２・３ 
木質バイオマス利用量 

（間伐材等由来） 

600 万㎥ 

[H32] 

89 万㎥ 

[H24] 
15％ 

２・３ 
市町村バイオマス活用推進計画の

策定数 

600 市町村 

[H32] 

18 市町村 

[H25.3] 
3％ 

３ 保安林面積 
1,281 万 ha 

[H36.3] 

1,209 万 ha 

[H24 年度末] 
94％ 

                                                                                  
1 基本戦略５の達成状況の指標となるような数値目標は設定されていない。 
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３ 
CO2 森林吸収量（基準年年総排出量

比）※基準年＝1990年 

3.5％ 

[H25-32 平均] 
― ― 

３ 
周辺の森林の山地災害防止機能が

確保された集落の数 

約 5,6 万集落 

[H25 年度] 

5.4 万集落 

[H24] 
96％ 

３ 藻場・干潟の保全・造成 
5,500ha 

[H24～H28年度] 

738ha 

[H24 年度] 
13％ 

３ 農業集落排水処理人口整備率 
76％ 

[H28 年度] 

87％ 

[H24 年度末] 
115％ 

３ 漁場のたい積物除去 
23 万 ha 

[H24～H28年度] 

3.6 万 ha 

[H24 年度] 
16％ 

３ 魚礁や増養殖場の整備 
6 万 ha 

[H24～H28年度] 

2.3 万 ha 

[H24 年度] 
38％ 

３ 漁業集落排水処理人口比率 
65％ 

[H28 年度] 

53.9％ 

[H23 年度] 
83％ 

３・４ 多国間漁業協定 
47 協定（維持・

増加）[毎年度] 

52 協定 

[H25] 
111％ 

３ 
海面養殖生産に占める 

漁場改善計画対象水面生産割合 

9 割 

[H34] 

85.5％ 

[H25.1] 
95％ 

 

（13の国別目標） 

1. 遅くとも 2020 年までに、政府、地方自治体、事業者、民間団体、国民など多様な主体が、生物

多様性の保全と持続可能な利用の重要性を認識し、それぞれの行動に自発的に反映する「生物多

様性の社会における主流化」が達成され、生物多様性の損失の根本原因が多様な主体による行動

により軽減されている。（A-1） 

2. 2020 年までに、自然生息地の損失速度及びその劣化・分断を顕著に減少させる。（B-1） 

3. 2020 年までに、生物多様性の保全を確保した農林水産業が持続的に実施される。（B-2） 

4. 2020 年までに、窒素やリン等による汚染の状況を改善しつつ、水生生物等の保全と生産性向上、

持続可能な利用の上で望ましい水質と生息環境を維持する。特に、湖沼、内湾等の閉鎖性の高い

水域（以下「閉鎖性水域」という。）については、それぞれの地域の特性を踏まえ、流域全体を

視野に入れて、山間部、農村・都市郊外部、都市部における施策の総合的、重点的な推進を図る。

（B-3） 

5. 2020 年までに、外来生物法の施行状況の検討結果を踏まえ、侵略的外来種を特定し、その定着

経路に関する情報を整備するとともに、これらの侵略的外来種について、防除の優先度を整理し、

それに基づいた防除を各主体の適切な役割分担の下、計画的に推進する。このことにより、優先

度の高い種について制御または根絶し、希少種の生息状況や本来の生態系の回復を促進させる。

また、侵略的外来種の導入または定着を防止するための定着経路の管理について、関係する主体

に注意を促し、より効果的な水際対策等について検討し、対策を推進する。（B-4） 

6. 2015 年までに、サンゴ礁、藻場、干潟、島嶼、亜高山・高山地域等の気候変動に脆弱な生態系

の健全性と機能の維持のため、その生態系を悪化させる人為的圧力等の最小化に向けた取組を推
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進する。（B-5） 

7. 2020 年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の 17％、また沿岸域及び海域の 10％を適切に保全

・管理する。（C-1） 

8. 2012 年版環境省レッドリストにおける既知の絶滅危惧種において、その減少を防止するととも

に、新たな絶滅種（EX）となる種（長期に発見されていない種について 50 年以上の経過等によ

り判定されるものを除く）が生じない状況が維持され、2020 年までに、最も絶滅のおそれのあ

る種である絶滅危惧ⅠＡ類（CR）または絶滅危惧Ⅰ類（CR＋EN）については、積極的な種の保全

や生物多様性の保全に配慮した持続可能な農林水産業の推進による生息・生育基盤の整備などの

取組によりランクが下がる種が 2012 年版環境省レッドリストと比べ増加する。また、2020 年ま

でに、社会経済的、文化的に貴重な種を含む作物、家畜及びその野生近縁種の遺伝子の多様性が

維持される。（C-2） 

9. 2020 年までに、生態系の保全と回復を通じ、生物多様性及び生態系サービスから得られる恩恵

を、女性や地域社会などのニーズを考慮しつつ、国内外で強化する。特に里地里山における自然

資源の持続可能な利用に関する重要性が認識され、各種取組が行われる。（D-1） 

10. 2020 年までに、劣化した生態系の少なくとも 15％以上の回復を含む生態系の保全と回復を通じ、

生態系の回復能力及び二酸化炭素の貯蔵に対する生物多様性の貢献が強化され、それが気候変動

の緩和と適応に貢献する。（D-2） 

11. 可能な限り早期に名古屋議定書を締結し、遅くとも 2015 年までに、名古屋議定書に対応する国

内措置を実施することを目指す。（D-3） 

12. 生物多様性国家戦略に基づき生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図る。また、個別目標 17 の達成に向けた世界的な取組が進展するよう、支援・

協力を行う。（E-1） 

13. 2020 年までに、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する地域社会の伝統的知識等の尊重

が主流化される。また、生物多様性に関する科学的基盤を強化し、科学と政策の結びつきを強化

する。さらに、遅くとも 2020 年までに、愛知目標の達成に向け必要な資源（資金、人的資源、

技術等）を効果的・効率的に動員する。（E-2） 

 

総合点検では、上記の国別目標について、その達成に向けて設定した 48の主要行動目標

の点検を行っており 、このうち農林水産省が単独で所掌するものは表６－２のとおり９つ

あった。 

 

表６－２ 国別目標に関連する主要行動目標の取組状況 

国 別 

目 標 
主要行動目標 主要行動目標の取組状況 

２ 

(B-1) 

個体数管理をはじめとする鳥獣保護管理施

策との連携を図りつつ、鳥獣被害防止特別措

置法に基づき、鳥獣による農作物被害を防止

するための取組を総合的に推進し、広域的か

つ効果的な鳥獣による森林被害対策を推進す

鳥獣被害防止特別措置法により、市町村が

作成した被害防止計画に基づく地域ぐるみで

の総合的な鳥獣被害防止のための取組や、集

中的な捕獲活動により野生鳥獣の個体数を抑

制する取組に対して支援を行っている。また、



 - 46 - 

るとともに、鳥獣の生育環境を確保するため、

多様な森林の整備・保全を図るなど、鳥獣と

の共生にも配慮した対策を推進する。（農林

水産省）（B-1-4） 

森林整備と一体なった防護柵の設置や被害防

除活動体制の整備に対して支援を行っている

ほか、国有林野では多様な主体と連携しなが

ら、個体数管理や被害箇所の回復措置、森林

の保全等の総合的な対策を実施している。 

こうした施策により引き続き、鳥獣との共

生に配慮した必要な対策を推進していく。 

３ 

(B-2) 

持続的に営まれる、農業生産の維持や生産

基盤の管理といった生産関連活動と、生物多

様性の保全を両立させる取組を促進する。

（農林水産省）（B-2-1） 

農業環境規範の普及･定着、エコファーマー

の認定、環境保全型農業に対する直接支援を

実施している。その結果、エコファーマーの

累積新規認定件数が増加するなど取組が進展

している。 

また、生物多様性に配慮した農業生産基盤

の整備により、生産関連活動と生物多様性保

全を両立させる取組を促進している。 

引き続き、これらの取組を推進・支援して

いく。 

３ 

(B-2) 

森林計画等に基づき、多様で健全な森林の

整備・保全を推進し、生物多様性の保全を含

めた森林の多面的機能の持続的発揮を図る。

また、国際的に合意された「基準・指標」の

考えに即し、森林の生物多様性の動向を把握

する森林生態系多様性基礎調査（モニタリン

グ調査）を推進する。（農林水産省）（B-2-2） 

森林・林業基本計画や全国森林計画におけ

る、森林の有する生物多様性保全機能やその

発揮に資する森林に誘導するための森林施業

において配慮すべき事項等を踏まえた森林の

整備・保全を推進している。国有林野におい

ても森林生態系の過度な攪乱を抑制しつつ丁

寧できめ細やかな施業を実施するとともに、

立地特性に応じた広葉樹林化、長伐期化など

により多様な森林づくりを推進している。 

また、平成 22 年度より 3 巡目の森林生態系

多様性基礎調査を実施しており、森林生態系

の状況等の動向を把握している。 

引き続き、適切な施業による多様な森林の

整備・保全や調査で得られたデータの活用に

取り組んでいく。 

３ 

(B-2) 

藻場・干潟等の保全・再生、生物多様性に

配慮した漁港漁場の整備、マグロ類を含む高

度回遊性魚類の持続的利用・管理のための国

際協力、資源管理指針・資源管理計画体制の

下での資源管理、生物多様性に配慮した増殖

と持続的な養殖生産及び内水面の保全等を推

進することにより、持続的な漁業と生物多様

藻場･干潟の造成、漁場の堆積物の除去、良

好な生息環境空間を創出する計画に基づく漁

場整備、漁業集落排水施設整備、水産資源の

動向把握、沿岸海亀混獲防止対策、二国間・

多国間による漁業協定、資源管理計画の作成、

赤潮･貧酸素水塊対策、水産エコラベル、トド

による漁業被害防止対策のほか、漁業者を中
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性の保全を両立させる取組を促進する。（農

林水産省）（B-2-3） 

心とした地域の人々による産卵場や種苗生産

施設等の整備に対する支援や地域における主

体的な養殖漁場の改善計画の策定の促進など

の取組を通じて、持続的な漁業と生物多様性

の保全を両立させるための取組を進めてい

る。 

引き続き、水産資源の持続的な活用を図る

ため、科学的知見の活用や普及啓発も図りな

がら、取組を進めていく。 

８ 

(C-2) 

絶滅危惧種の絶滅及び減少の防止のため、

地域での合意形成を図りつつ、生息・生育環

境の整備を推進する。（農林水産省）（C-2-3） 

国有林野において、生物多様性保全を含め

た森林の多面的機能が十分発揮されるよう、

計画的な間伐を実施するなど多様な森林の整

備・保全を行っている。 

また、種の保存法に基づく保護増殖事業と

して、国有林野内において国内希少野生動植

物種の生息・生育環境の維持・整備等を実施

している。 

８ 

(C-2) 

作物の遺伝資源については、国内における

貴重な遺伝資源の消滅を防ぐため、植物遺伝

資源の保全について、連携、補完する保全ネ

ットワークを構築するとともに、災害等に備

えた体系的なセーフティバックアップ体制の

整備を検討する。また、家畜の遺伝資源につ

いては、和牛や地鶏、在来馬などのわが国固

有の品種を中心に、遺伝的特長を有する多様

な育種資源の確保・利用を推進する。（農林

水産省）（C-2-5） 

農業生物資源ジーンバンク事業において、

広範な遺伝資源（動植物、微生物など）の収

集、特性評価、保存及び配布を複数の機関で

連携して行っている。 

また、特に植物遺伝資源については、災害

等に備えた国内外の植物遺伝資源の体系的な

セーフティバックアップ体制の整備を検討す

る。 

９ 

(D-1) 

持続的な森林経営を確立し、多様で健全な

森林の整備・保全を推進することで、水源涵

養等の多面的機能の発揮を図る。（農林水産

省）（D-1-1） 

間伐等の森林施業とこれと一体となった路

網の整備を支援するとともに、森林の公益的

機能の発揮が特に求められる保安林の指定や

適切な保全・管理等の推進により、森林の有

する水源涵養等の多面的機能の発揮を図って

いる。 

平成 24 年度末時点の保安林面積は 1,209 

万 ha であり、毎年増加傾向にある。 

９ 

(D-1) 

農業の持続的な営みを通じて、農村環境の

保全・利用と地域資源活用を図る。（農林水

産省）（D-1-2） 

平成 24 年度には、187 万人・団体の参加の

下、農地・農業用水等の地域資源の保全管理

に係る地域共同活動が実施されている。 

１０ 森林における間伐等の森林施業の適切な実 「森林・林業基本計画」等に基づき、間伐
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(D-2) 施等の森林吸収源対策の推進や、野生生物の

移動経路となる緑の回廊の設定等により、気

候変動の緩和と適応に貢献する。（農林水産

省）（D-2-3） 

等の健全な森林の整備、保安林等の適正な管

理・保全等の推進、木材及び木質バイオマス

利用の推進等、森林吸収源対策を総合的に推

進している。 

また、国有林野において、「保護林」を中

心にネットワークを形成する「緑の回廊」を

設定し、野生動植物の生息・生育地を結ぶ移

動経路を確保することにより、気候変動にも

対応できる健全な森林生態系の確保を推進し

ています。平成 25 年４月現在、国有林野にお

ける保護林は 96 万５千 ha、緑の回廊は 58 万

３千 ha に上り、概ね増加傾向にある。 

 

（約 700の具体的施策） 

「生物多様性国家戦略 2012-2020」では、おおむね５年間の政府の行動計画として、生

物多様性の保全及び持続可能な利用に関する約 700（重複を除く）の具体的な施策を記載

しており、総合点検ではこれら施策の進捗状況を個別に全て点検している。このうち農林

水産省が実施する施策は、表６－３のとおり単独施策が 191、関係省庁との連携施策が 160

あった。 

  

表６－３ 具体的施策の進捗状況 

 単独施策 連携施策 計 

既に達成済み  ９ ９ 

進捗中 １９０ １４８ ３３８ 

検討中 １ １ ２ 

その他又は空白  ２ ２ 

計 １９１ １６０ ３５１ 

 

 

２．国別目標の中間評価について  

 農林水産省が単独で所掌する主要行動目標を含む国別目標の評価結果については表６－

４のとおりであった。 

 

表６－４ 国別目標の中間評価の概要 

国 別 

目 標 
主な関連指標 指標の動向 評価結果の概要 

２ 

（B-1） 

・特に重要な水系における湿地再

生の割合 

・干潟の再生割合 

増加している 

 

増加している 

指標の動向から、自然生

息地の再生が進み、自然

生息地の損失速度及び
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・三大湾において底質改善が必要

な区域のうち改善した割合 

増加している その劣化・分断が減少し

つつあると評価できる。 

３ 

（B-2） 

・農地・農業用水等の地域資源の

保全管理に係る地域の共同活動へ

の延べ参加者数 

・エコファーマー累積新規認定件

数 

・森林計画対象面積 

・藻場・干潟の保全・創造面積 

・漁場の堆積物除去面積 

・漁業者等による資源管理計画数 

・里海づくりの取組箇所数 

・我が国周辺水域の資源水準の状

況（中位以上の系群の割合） 

増加している 

 

 

増加している 

 

横ばいで推移している 

増加している 

増加している 

H26 にかけて増加している 

増加している 

減少している 

指標の動向から、生物多

様性の保全を確保した

農林水産業の取組が進

みつつあると評価でき

る。 

８ 

（C-2） 

・脊椎動物、昆虫、維管束植物の

各分類群における評価対象種類に

対する絶滅のおそれのある種類の

割合 

・国内希少野生動植物の指定数 

・生息地等保護区の箇所数及び面

積 

・各分類群において生息域外保全

が実施されている種類 

・トキ・コウノトリの野生個体数 

変化はない 

 

 

 

指定が進んでいる 

横ばいである 

 

分類ごとに保全数は異な

る 

トキ：野生下の個体数は増

加している 

コウノトリ：野生個体数は

増加傾向である 

指標の動向から、種の保

存に関する取組は進ん

でいると評価できる。 

なお、陸上生物のレッド

リストの見直し作業を

進めており、見直しを行

った分類群から順次公

表予定であり、海洋生物

に つ い て は 平 成

28(2016)年度の作成を

目指して検討を進めて

いる。 

９ 

（D-1） 

・SATOYAMA イニシアティブ国際パ

ートナーシップの協力活動の数 

・農地・農業用水等の地域資源の

保全管理に係る地域の共同活動へ

の延べ参加者数 

・里海づくりの取組箇所数 

・森林計画対象面積 

増加している 

 

増加している 

 

 

増加している 

横ばいで推移している 

指標の動向から、生物多

様性及び生態系サービ

スから得られる恩恵を

強化するため、生物多様

性の保全と持続可能な

利用を進め、自然に対す

る働きかけを維持する

取組が進んでいると評

価できる。 

１０ 

（D-2） 

・自然再生推進法における取組面

積・箇所数 

・国立公園内の自然再生事業 

横ばいである 

 

横ばいである 

指標の動向から、気候変

動に対し順応性が高い

健全な生態系の保全、回
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・干潟の再生割合 

・国有林野の保護林・緑の回廊面

積 

 

・都市緑化等による温室効果ガス

吸収量 

・森林による二酸化炭素吸収量 

増加している 

保護林は増加し、緑の回廊

の面積は一定を維持して

いる 

増加している 

 

増加している 

復が進んでいると評価

され、温室効果ガスの吸

収、貯蔵など生態系の機

能を活用することで、気

候変動の緩和や適応へ

の相乗的な貢献が期待

できる。 

 


