
成 指 改

指 の検

１－１ 他の公共事業における成果指標

（１）国土交通省の「社会資本整備重点計画」

表2―1 国土交通省社会資本整備重点計画の概要

１．公共事業名 国土交通省

社会資本整備重点計画

２．事業の概要 ○社会資本整備重点計画は、社会資本整備重点計画法（平成15年制

定）に基づき策定される社会資本整備事業の推進に関わる計画

○陸海空の交通関係全般、都市公園、海岸、地すべり・急傾斜地等崩壊

地、海岸地に関するインフラ整備の統合的な計画

３．他の計画との関連 ○国土形成計画等において示される、国土像の方向性や地域戦略など

を踏まえて社会資本整備のあるべき姿を定め、それに基づき事業・施

策を推進

○国土形成計画は概ね10年間の国土計画として平成20年に閣議策定さ

れ、平成26年から計画の見直し等が実施されており、平成26年3月には

「国土のグランドデザイン2050」を発表

○新たな「国土のグランドデザイン2050」と、社会資本整備計画では、施

策の方向性等に大きな違いはないが、グランドデザインでは、将来の人

口減少に伴う無人化地域の発生等を取りあげている。（図－１）

４．目標設定の基本的 ○社会資本の整備・運営や効果は、長期間に亘るものであり、世代間の

考え方 負担の問題に関わるものであることから、中長期的な社会資本整備の

方向性を整理

○基本的考え方
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○重点化の視点

中・長期的に取り組むべき18の事業横断的プログラムを基に、「選択と

集中」の基準によって、計画期間中の重点目標と施策を策定

○「選択と集中」の基準

（１）今整備をしないと、大規模又は広域的な災害リスクを低減できない

おそれのあるもの

（２）今整備をしないと、我が国産業・経済の基盤や国際競争力の強化

が著しく困難になるおそれのあるもの

（３）今整備をしないと、「持続可能で活力ある国土・地域づくり」の実現

に大きな支障をもたらすおそれのあるもの

（４）今適確な維持管理・更新を行わないと、将来極めて危険となるおそ

れのあるもの

５．指標化の方法 ○重点目標

重点目標毎に定量的な把握を行うための指標を設定しているが、それ

らの指標のうち、「必要なものについては、地方公共団体や民間が主体と
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なる事業に関するものも含めて定義するが、これは国としての目標を掲げ

る観点からのものであり、これらの事業については、事業主体の自主性及

び自立性が尊重される。国は、計画の目標の達成のため、地方及び民間

における事業・施策の実施状況の把握に努めるものとする」としており、国

が実施する事業にとどまらないものとしている。

○指標の特徴

・ハード・ソフトの両事業について指標化している

・国民へのわかりやすさに視点をおいており、達成率、整備率等ゴール

を示してそれに対する整備水準、達成水準を示している

・指標が複数の重点目標に関係する場合もある。

○指標の数

合計 ６８指標 参考指標 ７指標

ハード指標（整備率等） ソフト指標 総合的指標

３５指標 19指標 ２１指標

・ハード指標は、施設整備等に関する指標であり、基本的に整備率、達

成率で示される

・ソフト指標は、ハザードマップの作成、被害対策訓練等の実施市町村

数で示される指標または情報化の普及率等

・総合的指標は、単独の施設整備、ソフト対策だけではなく制度・シス

テムも含めた総合的対策の効果指標。例えば、我が国建設企業の

海外建設受注高、公共交通の利便性の高いエリアに居住している人

口割合

６．国民へのわかり ○ハード目標は、基本的に整備率、達成率で示されるが、一方で対策と

やすさ してのソフト目標も掲げている。整備率が従来の事業実績であり、ソフト

目標が社会的・経済的指標に近い。

○ハード目標とソフト目標のわかりやすい例。洪水対策等の災害対策で

は、堤防整備率等のハード指標と、ハザードマップの作成、避難訓練、

警戒地域の周知等のソフト指標を両方提示。ハードが安全、ソフトが安

心の指標
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図２－１ 社会資本整備事業計画の概要(1)
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図２－１ 社会資本整備事業計画の概要(2)

− 9−



図２－１ 社会資本整備事業計画の概要(3)
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図２－１ 社会資本整備事業計画の概要(4)
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（２）国土のグランドデザイン2050の概要

国土交通省は、平成26年3月に新たな「国土のグランドデザイン」を発表した。急激な人口減少・少

子化、高齢化は、国土形成そのものを根底から揺るがす問題であるという将来への重大な危機意識

の基に、地域が主体となって将来像を描く国土政策の構築の必要性を説いている。図２－１は、数値

地図情報1km メッシュ人口を基に、2050年の人口減少50％以上メッシュを図示したものである。この

青色地域は、我が国の森林資源集中地域と符合している。特に紀伊半島、中国山地、四国山地、九

州で濃くなっている。これらの地域では山村集落が分散的に立地しているために、濃い青色となって

いる（小規模集落が点在している）。

図２－２ 2050年の人口増減状況（国土のグランデデザイン2050より）

「国土のグランドデザイン2050」を踏まえ、人口減少化においても多様な地域のポテンシャルを最大

限生かし、成長力を絶えず生み出す国土の戦略的なビジョンを再構築するため、国土形成計画（全

国計画・広域地方計画）の見直しを進めている。

2050年の人口減少50％以上の地域は、中山間地域集落に集中しており、中山間地域の多くの市

町村においては、行政組織の維持さえ困難となると予想されている。これらの地域は、我が国の森林

資源地域でもあり、林業の存続そのものが危惧される。
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（３）農林水産省「土地改良長期計画」

土地改良長期計画では、土地改良事業の実施が、一般に複数年にわたることから、事業の効率的

・計画的な実施を図るために、土地改良法（昭和24年法律第195号）にのっとり、５年間を一期とし、土

地改良事業の実施の目標及び事業量を定めている。

土地改良長期計画については、前計画の策定以降、食料・農業・農村基本計画の策定や、東日本

大震災の発生等、農業・農村を取り巻く情勢が変化したことから、１年前倒しにより、平成24年3月に新

たな土地改良長期計画が閣議決定されたものである。

新たな計画では、食料・農業・農村をめぐる内外の諸情勢がもたらす諸課題を踏まえ、今後５年間

の計画期間内に実施する土地改良事業は、以下に掲げる基本理念に即して、３つの政策課題に取り

組むこととしている。

＜基本理念：｢食を支える水と土の再生・創造｣＞

政策課題１：農を｢強くする｣－地域全体としての食料生産の体質強化－

政策課題２：国土を｢守る｣ －震災復興、防災・減災力の強化と多面的機能の発揮－

政策課題３：地域を｢育む｣－農村の協働力や地域資源の潜在力を活かしたコミュニティ

の再生－

また、計画では、３つの政策課題を達成するための７つの政策目標と１６の具体的な取組を掲げると

ともに、土地改良事業ごとの実施の目標及び事業量を定めている（図２－３）。

成果指標 重点指標：6指標 サブ指標：18指標

ゴールを示して達成状況を指標化

例１：基盤整備地区における地域の中心となる経営体への農地集積率 8割以上

地区の中心となる経営体が耕地面積の太宗（8割）を占める。

中心となる経営体は大区画ほ場を15％程度保有

-----＞全国大区画ほ場を15％程度に引き上げる

事業量・・・整備済み水田の渓畔除去等による大区画化 20万 ha
例2：良好な景観の保全・創出に取組む地域

約９０地域（ H22）----->約１３０地域（ H28)

事業量：50箇所で実施・・・・・>地域に換算
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図２－３ 土地改良長期計画の概要(1)
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図２－３ 土地改良長期計画の概要(2)

（４）水産庁「漁港漁場整備長期計画」

漁港漁場整備長期計画は、漁港漁場整備法に基づき、漁港漁場整備事業の推進に関する基本的

な方向を定めた漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針に即して、漁港漁場整備事業の総合的

かつ計画的な実施に資するため、漁港漁場整備事業に関する長期の計画である。

また、漁港漁場整備長期計画においては、我が国の水産業の基盤の整備における課題に的確に

対応する観点から、計画期間に係る漁港漁場整備事業の実施の目標及び事業量を定めることとして

いる。

平成24年3月に新たな計画が閣議決定し、今後５年間に重点的に取り組むべき課題を以下の３課

題とし、漁港漁場に加えて漁村も併せ、総合的かつ計画的な整備を推進することとしている。

① 災害に強く安全な地域づくりの推進

② 水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力強い水産業づくりの推進

③ 豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進

また、重点課題に対する総合的かつ効率的な事業を実施するため、整備する対象を重点化し、計

画期間における実施の目標、目指す成果、事業量を定めている。
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成果指標 6指標

事業の達成状況を指標化

事業量の指標化・・・全漁港に対する対策完了の漁港割合等

漁港の割合、漁村人口比率、出荷水産物比率等々

漁場再生・新規漁港整備により新たに提供される出荷水産量（実数）

図２－４ 漁港漁場整備長期計画の概要
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１－２ 現行成果指標の検証

現行成果指標について、「国民へのわかりやすさ」、「指標算定の簡便性」の視点で検討することと

する。

「国民へのわかりやすさ」については、国土交通省の社会資本整備重点計画においても特に留意

すべきとしている。政策の目標、内容、手法等の説明をわかりやすくすることは、それ自体重要なこと

であるが、人口減少、高齢化社会、デフレ脱却等の将来の不透明な社会経済状況については国民全

体が共有しており、かつ、解決方策を容易には見いだせない課題であることの国民的認識を前提とす

ると、まずは、社会資本整備重点計画にもあるように、5年間という計画期間にとらわれず、長期的視

点で社会資本整備のあり方・方向性を説明し、その上で今やらなければならない施策と目標を提示す

ることとこそ、国民への「わかりやすさ」を示すことになると考えられる。また、財源不足の時代において

は、「選択と集中」が避けられないことから、投資の基準を明確にすることも重要であるとしている。

「国民へのわかりやすさ」の第一の視点は、計画策定にあたっての考え方そのものについて、国民

との共通認識に視座をおいた説明であると考えられる。

「国民へのわかりやすさ」の第二の視点は、公共事業の目的は何か、その目的を達成するために誰

が、何を、何時までに、どの程度実施するかが明確に示されていることであろう。

本節では、現行成果指標の個別の内容に沿って、示されている成果指標の理解の容易性、指標算

出についての容易性の視点を加えて検討を行ない、次ページ以後の表２－２「現行の成果指標の検

証」によって整理した。
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表2―2 現行の成果指標の検証－１

１．成果目標 ①国土を守り水をはぐくむ豊かな森林の整備及び保全

２．成果指標 市町村森林整備計画及び国有林の地域別の森林計画で定める水

源涵養機能森林及び山地災害防止／土壌保全機能森林の育成林の

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増加させる。

現状 ７４％ → 目標値 ７８％

※事業を実施しない場合、現状の７４％から５６％に低下

３．事業との関連性

（１）対象森林 ○機能区分のうち、水源涵養機能、山地災害防止／土壌保全機能に

区分される森林であり、そのうち3齢級以上の育成林

（２）事業種類 ○森林環境保全整備事業実施要領に基づいて実施される森林整備

事業であり、以下の除間伐施業を対象とする。

①除伐

下刈りが終了したⅤ齢級以下（天然林にあってはⅩⅡ齢級以下）

の林分において行う不用木（侵入竹を含む。）の除去、不良木の

淘汰とする。

②保育間伐

適正な密度管理を目的としてⅦ齢級以下（天然林にあっては

ⅩⅡ齢級以下）の林分、又は伐採しようとする不良木の胸高直径

の平均が18センチメートル未満の林分において行う不用木（侵入

竹を含む。）の除去、不良木の淘汰とする。

③間伐

適正な密度管理を目的としてⅩⅡ齢級以下（ただし、地域の標準

的な施業における本数密度をおおむね５割上回る森林、立木の

収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限り

ではない。）の林分又は森林法（昭和26年法律第249号）第11条

に規定する森林経営計画（以下「森林経営計画」という。）に基づ

いて行うものであって森林法第10条の５に規定する市町村森林

整備計画（以下「市町村森林整備計画」という。）に定められる標

準伐期齢（以下「標準伐期齢」という。）に２を乗じた林齢以下の

林分で行う不用木（侵入竹を含む。）の除去、不良木の淘汰、搬

出集積とする。

④更新伐

育成複層林の造成及び育成（長期育成循環施業の対象森林に

おける適正な密度管理を含む。）並びに人工林の広葉樹林化の

促進、天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的

としてⅩⅧ齢級以下の林分又は森林経営計画に基づいて行うも
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のであって標準伐期齢に２を乗じた林齢以下の林分（長期育成

循環施業の一環として実施する場合はⅩ齢級以上の場合に限

る。）で行う不用木（侵入竹を含む。）の除去、不良木の淘汰、支

障木やあばれ木等の伐倒、搬出集積、巻枯らしとする。

○治山事業の保安林整備における本数調整伐、複層伐

（３）成果指標と事業 ○過去5年間の実績により現状値を算出、今後5年間の計画量から目

との関連性 標値を算出

○森林環境保全整備事業、治山事業だけではなく交付金事業も全て

含めた除間伐実績量と計画量により算出

○事業量、計画量とも対象森林に限定

４，国民へのわかりやすさ ○除間伐だけを対象としているが、造林、下刈り、枝打ちなどの他の

森林整備作業も森林の整備・保全の観点から重要

○対象森林が水源涵養及び土壌保全機能に区分された森林のうち

育成林となっているが、育成林全体を評価対象としても良いのでは

ないか。水土保全機能は、全ての森林が発揮していて、特に育成

林については管理の必要があるという考え方の方がわかりやすいの

ではないか。

○従来、人工林が一般的であり国民にはなじみがあったが、育成林と

人工林の違いについてわかりやすい注釈が必要ではないか

５．指標算定の簡便性 ○5年間間伐をしていない育成林のうち機能が良好に保たれている森

林の割合の算出方法はかなり複雑。

基礎調査データを基に無間伐林分について

①植被率と土壌侵食には相関がある。

植被率40％以上の森林では土壌侵食が見られない森林の割

合は50％以上となる

②胸高断面積と植被率との相関

森林をある胸高断面積以下とすると、その森林で植被率40％

以上となる確率が50％以上となり、かつ、胸高断面積以上の場

合には、植被率40％以上となる確率が50％未満となる、胸高

断面積を求める。

胸高断面積 α以下 α超

植被率 40％以上 40％未満 40％以上 40％未満

確率 50％以上 50％未満 50％未満 50％以上

上記の関係が成立する胸高断面積αが基準値
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結果（植被率）

原因（密度管理） ４０％未満 ４０％以上

α m2／ ha以下 50％未満 50%以上 確率

α m2／ ha超 50％以上 50％未満

○基礎調査データによって基準値は変動する。過去5年間無間伐林

分で機能が維持されている森林の割合は毎年変動する。

○土壌侵食の状態は、調査時期によって変動する。

６．検討課題 ○森林整備には間伐以外にも植栽、下刈り、枝打ち等もあり、伐採後

放置されている林地への造林、不成績造林地への再造林等は、森

林の裸地化防止対策であり指標の因子として考慮してもよいのでは

ないか。

○成果指標の2番目の「山崩れなどの防止」により一部概成以上とな

った地区における復旧森林、崩壊を免れた森林等の面積も付加し

てはどうか。

○対象森林について、育成単層林のうちの保安林と普通林とに分け

て成果目標、指標を検討してはどうか。

○ソフト面の指標との組み合わせも検討してはどうか。

例えば、森林経営計画の策定率、森林整備促進のための林業指導

等の活動市町村数、森林組合数等。

○目標整備面積、整備率を参考指標してはどうか。

間伐対象森林面積及び要間伐森林面積に対する目標間伐面積、

整備率等

○国が管理している森林と民有林とを分けて目標を設定することも検

討する必要があるのではないか。
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表２－２ 現行の成果指標の検証－２

１．成果目標 ②山崩れ等の復旧と予防

２．成果指標 我が国の森林は、地形が急峻であり、かつ、その地質が脆弱である

こと等から、山崩れや地すべり等の山地災害が発生しやすい条件下

にあり、最近５年間で約１万箇所以上の森林が山崩れなどにより失わ

れている。このため、崩壊した森林の再生やその予防等を通じて地域

の安全性の向上を図ることとする。特に、山地災害危険地区であっ

て、人家等の保全すべき対象の周辺に存する保安林又は保安施設

地区に指定された地区について、一定の治山対策が実施されたもの

の割合を65％から68％にすることにより、周辺の森林の山地災害防止

機能等が適切に発揮された集落の数を、現状の約５万５千集落から

約５万８千集落に増加させる。

３．事業との関連性

（１）対象森林 ○山地災害危険地区等に指定された地区

○上記指定地区の保安林

（２）事業種類 ○治山事業（直轄事業、補助事業、交付金事業）

（３）成果指標と事業 ○都道府県・森林管理局による山地災害危険地区調査及び危険度

との関連性 評価結果による事業実施予定地及び一部概成以上の実績

４，国民へのわかりやすさ ○我が国全体の山地災害危険地区の箇所数、集落数が示されていな

いので、どの程度の集落が安全な状況かを判断できない

○安全が確保されたとしても、被害予防や被害対策等の安心面での

ソフト対策が必要ではないか。

５．指標算定の簡便性 ○全国約24万箇所の山地災害危険地区（山腹崩壊、崩壊土砂流出、

地すべり）について、都道府県、森林管理局の調査・集計結果から

成果指標を算出。

○事業実績の集計結果であり、データ量が多いことから、調査集計シ

ステムの信頼性を確保する必要がある。データ入力、データチェッ

ク、集計評価の一連のシステムを整備する必要がある。

６．検討課題 ○ハード面の指標について下記のような参考指標の検討が必要

・24万地区100万 haについて
施設整備目標

保安林整備目標

・管理主体（国、都道府県）別の同上の指標

・復旧地区、予防対策地区等に分けて指標化
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○ソフト面の安心対策について参考指標の検討が必要

・ハザードマップの作成又は掲載・公表している市町村数

・避難計画・訓練等を策定・実施している市町村数

・危険地区、避難方法等の周知体制をとっている市町村数
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表2―2 現行の成果指標の検証－３

１．成果目標 ③飛砂害、風害、潮害等の防備

２．成果指標 海岸防災林や防風林などの延長7,400km について、海岸侵食や

病虫害からの森林の保全等を行うことにより、近接する市街地、工場

や農地などを飛砂害や風害、潮害等から保全する。

このうち、東日本大震災に伴う津波により被災した海岸防災林140

kmについては、速やかな再生を推進する。

３．事業との関連性

（１）対象森林 ○海岸防災林等都道府県、森林管理局の調査結果の森林

○保安林では下記の種類

飛砂防備保安林、防風保安林、潮害防備保安林

（２）事業種類 ○治山事業のうち保安林整備

（３）成果指標と事業 ○気象害、病虫害、獣害等による森林被害、飛砂・津波等による枯損

との関連性 等の被害森林の発生面積・対策実施面積

○東日本大震災の復旧対策は別途目標

４，国民へのわかりやすさ ○東日本大震災の津波被害森林の復旧再生には国民の関心が高く、

指標はわかりやすい

５．指標算定の簡便性 ○整備実績延長、被害森林延長の調査結果から算定した実績指標

６．検討課題 ○病虫害の発生状況等は、参考指標として示すとわかりやすいので

はないか。

○飛砂柵等の老朽化が進んでおり、長寿命化、復旧等の対策につい

ても参考指標化が可能ではないか。

○海岸林は、遊歩道、海浜公園、観光名所等となっている森林が全

国にみられることから、利用者数等も参考指標となるのではないか。
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表2―2 現行の成果指標の検証－４

１．成果目標 ④森林の多様性の維持増進

２．成果指標 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、森林・林業基本計画において、平成２２年から指向する森林の状

態に向け、公益的機能の一層の発揮のため自然条件等を踏まえて育

成複層林に誘導することとされている３５０万ｈａの育成単層林のうち、

育成複層林へ誘導した森林の割合を現状の０．８％から２．８％に増

加させる。

現状 ０．８％ → 目標 ２．８％

３．事業との関連性

（１）対象森林 ○育成単層林のうち育成複層林へ誘導すべき森林

（２）事業種類 ○育成複層林への誘導伐

（３）成果指標と事業 ○育成複層林への誘導伐の計画量、実績量

との関連性 ○現状値は、過去4カ年の育成単層林の減少面積

４，国民へのわかりやすさ ○手入れの遅れた育成単層林等、高齢化に伴い管理が難しくなった

単層林を複層林化することは、森林生態系の維持からも重要であ

る。

５．指標算定の簡便性 ○平成30年の育成単層林面積を目標値に設定して、平成22年度の

基準年度の育成単層林面積から差し引いた分を5年後の目標値と

している。

○年度毎の評価は育成単層林面積の推定値、5年後は平成29年度の

森林資源現況調査データにより評価。

６．検討課題 ○高齢化、離村等により整備放棄された森林が急速に増加すると予

想されることから、こういった放棄森林対策等のソフト対策があれば

指標化する。例えば、林家への林業指導、森林整備支援方策等の

対策をとっている市町村数、森林組合数等

○育成複層林化の重要性について、森林生態系の維持・保全の観点

からわかりやすい説明が必要ではないか。

○育成複層林が育成単層林と比較して森林生態系が一定程度向上

するといった参考指標が必要ではないか。
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表2―2 現行の成果指標の検証－５

１．成果目標 ⑤森林環境教育の推進

２．成果指標 森林環境教育等に利用されている森林や施設において、継続的に

環境学習や森林づくり活動等に利用するための森林空間の整備・保

全を行うことにより、当該森林等を常に利用できる状態に維持する。こ

のことにより、子どもたちに森林環境教育の活動機会を提供し、５年間

で244万人の参加を目標とする。

現状：（Ｈ21～25年）217万人→ 目標：（Ｈ26～30年）244万人

３．事業との関連性

（１）対象森林 ○「森の子くらぶ施設」（市町村民の森、県民の森等の森林総合利用

施設等）

○「遊々の森」等の国有林

（２）事業種類 ○環境教育活動への支援（施設の利用等）

○森林環境保全整備事業

環境林整備、公有林整備等、

（３）成果指標と事業 ○ハード事業よりは、ソフト事業としての森林環境教育の必要性の啓

との関連性 発、啓蒙活動。教育指導者、教育補助ボランティア等の養成。

４，国民へのわかりやすさ ○指標自体は、わかりやすいが森林整備との直接的関係はイメージし

にくいのではないかい。

○学童だけではなく、多くの国民が森林とふれあって森林自然環境や

生態系に関する学習をしているので、森林空間総合利用の成果指

標の一つとして位置づけた方がよいのではないか。

５．指標算定の簡便性 ○調査結果及び実績による将来人数の推計

６．検討課題 ○森林空間総合利用では、森林環境教育だけが成果指標となってい

るが、その他、観光・レク利用等の検討も必要ではないか。

○森林環境教育のための教育指導者等の養成を行っている市町村

数等もソフト指標になるのではないか。

○観光立国を国の目標として掲げており、森林自然環境の観光客入

り込み者数等は、森林空間総合利用の総合的な参考指標となるの

ではないか。
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表2―2 現行の成果指標の検証－６

１．成果目標 ⑥森林資源の循環利用の促進

２．成果指標 森林施業の集約化や機械化に必要な林道等の林業基盤の整備に

より、木材の安定的かつ効率的な供給が可能となる育成林の資源量

を約２億２千万ｍ 増加させる。３

現状 １３億２千万ｍ → 目標値 １５億４千万ｍ３ ３

３．事業との関連性

（１）対象森林 ○育成林（育成単層林、複層林）

（２）事業種類 ○林業専用道、作業道等の路網整備

森林環境保全直接支援事業（作業道）、林業専用道整備事業

（３）成果指標と事業 ○路網の開設・整備延長に対応して作業効率が向上する育成林の蓄

との関連性 積量。路網から200m 以内の開設延長100m 当たりの育成林蓄積

量。

○路網開設延長効果を蓄積量の増加効果で評価

４，国民へのわかりやすさ ○路網開設により作業効率が高まり森林整備コストが低減し、利用可

能な資源量が増加するという因果関係の説明はわかりやすいが、

利用が進まない理由として、木材価格が史上最低水準で推移して

いるという説明が必要ではないか。

５．指標算定の簡便性 ○路網開設延長100m 当たりの「増加した200m 以内の森林面積（育

成林）」を林道係数、作業道係数として、開設延長に乗じて利用可

能となる育成林面積を算出し、蓄積量、成長量等を乗じて利用可能

量を算出。全国調査に基づく係数値と路網延長、 ha 当たり蓄積
量、5年間の ha 当たり成長量によって算定可能なので、比較的簡
便である。

６．検討課題 ○利用可能資源の増加量に対する利用量（消費量）の割合等も成果

指標となるのではないか。木材需要の不確実性はあるが参考資料

としては国民にわかりやすい指標となるのではないか。

○搬出間伐の促進、木材利用の推進等に関するソフト施策について

参考指標があればわかりやすい。
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表2―2 現行の成果指標の検証－７

１．成果目標 ⑦森林資源の平準化の促進

２．成果指標 持続的な森林経営を推進していくためには、育成単層林の齢級構

成を平準化していくことが重要である。このため、利用可能な育成単

層林について、適切な主伐･再造林や育成複層林への誘導を推進す

ることにより、齢級構成の平準化の進捗率 を、現状の７％から１０（注１）

％まで向上させる。

併せて、齢級構成の平準化に資する育成単層林の平均林齢の若

返りの程度を示す値 を、現状の１年当たり０.１９年から、 H26～30（注２）

年の平均で０.３５年、５年間の累計で１．７年分を確保することを目標

とする。

齢級構成の平準化の進捗率

現状 ７％（ H24）→ 目標値 １０％（ H29）

平均林齢の若返りの程度

現状 １年当たり０．１９年（ H25）

→ 目標値 H26～30累計１．７年（１年当たり０．３５年）

（注１：この値が向上するほど、齢級毎の面積の差が小さくなり齢級構成の平準化

が進捗）

（注２：適切に主伐・再造林等を実施することにより、１年経過すれば育成単層林

の平均林齢が１年分増えるところ、この値の年数程度分の平均林齢を若返

らせる。）

３．事業との関連性

（１）対象森林 ○育成林

（２）事業種類 ○再造林・・・森林環境保全整備事業・・・造林

（３）成果指標と事業 ○主伐・再造林、育成複層林への誘導

との関連性

４，国民へのわかりやすさ ○平均林齢の若返りの程度

法正林状態では、この式は「１」となる。伐期齢90年の法正林で

再造林面積×平均伐採林齢

育成単層林面積
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は、平均林齢は45.5年生で90年生が伐採されても、その分翌年造

林されれば平均林齢に変化はない。「１」以下の状態では、伐採齢

は上昇し、平均林齢も上がる。現在の平均伐採齢を推定して、法正

林状態の平均林齢よりも現在の平均林齢が上であれば、平均伐採

齢は上昇している。

５．指標算定の簡便性 ○5年に一度の評価となる（森林資源現況調査結果から推定）

６．検討課題 ○90年輪伐期の法正林を理想的状態とすると、循環利用の対象森林

面積を90年で割った面積が毎年の理想的目標造林面積となる。従

って目標造林面積と達成率を成果指標とすることも検討してはどう

か（田中委員の意見）。

○上記のような造林面積を目標とする案に付加すると、現状が法正林

状態でなくても、今後90年（100年でも120年でもよいが）かけて毎年

理想的目標造林を実施すれば、目標年次には法正林状態となる。

従って、理想的目標造林面積への到達を X 年後としたときに5年後

の目標造林面積を設定して達成率で評価する方法も考えられる。

○対象森林は育成単層林であるが、保安林の指定率は39％程度に

なっていると推定されることから、皆伐再造林の対象となる育成単層

林を普通林に絞って検討してはどうか。基本計画では、指向する育

成単層林面積を660万 ha としているが、推定では育成単層林のう
ち普通林面積は600万 ha程度と考えられる。
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表2―2 現行の成果指標の検証－８

１．成果目標 ⑧森林資源を活用した地域づくりの推進

２．成果指標 森林資源を活かした地域づくりを推進する観点から、流域（森林計

画区）の資源量に応じつつ、路網の開設により、積極的に利用間伐を

推進する流域を増加させる。

現状 ５８流域 → 目標値 ８０流域

３．事業との関連性

（１）対象森林 ○流域単位の育成林

（２）事業種類 ○林道、作業道等の路網開設

（３）成果指標と事業 ○路網開設により利用可能となる育成林の搬出間伐資源量を流域の

との関連性 間伐材供給量増加量で割った、利用可能間伐材資源量の割合。

４，国民へのわかりやすさ ○森林・林業基本計画の間伐材供給量の増加量について、計画書に

は記載されていないので、算出に利用している基準となる数値につ

いては解説が必要ではないか。

５．指標算定の簡便性 ○係数が示されているので、算出が容易。

６．検討課題 ○「森林資源を活用した地域づくり」について、市町村等での振興計

画、産業育成等の取組状況等もソフト指標として参考指標となるの

ではないか。例えば、森林・木材産業振興計画等の策定市町村数

等。
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