
　森林の有する多面的機能を持続的に発揮していくた

めには、幅広い関係者が連携して間伐や伐採後の再造

林等の森林整備を推進するとともに、保安林等の管理

及び保全、治山対策、野生鳥獣被害対策等により森林

を保全する必要がある。また、森林については持続可

能な森林経営の推進や地球温暖化対策等が、国際的課

題として取り組まれている。

　本章では、森林の整備・保全の基本方針、森林整備

の動向、森林保全の動向及び国際的な取組について記

述する。

第Ⅲ章

我が国の森林と国際的取組
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　森林の多面的機能を持続的に発揮させるために

は、森林を適正に整備し、保全することが重要であ

り、我が国では国、都道府県、市町村による森林計

画制度の下で推進されている。

　以下では、森林の整備及び保全の基本方針となる

「森林・林業基本計画」、「全国森林計画」、「地域森林

計画」、「市町村森林整備計画」等について記述する。

（「森林・林業基本計画」で森林・林業施策の基本的

な方向を明示）

　政府は「森林・林業基本法」に基づき、森林及び

林業に関する施策の基本的な方向を明らかにす

るため、「森林・林業基本計画」を作成し、お

おむね５年ごとに見直すこととされている。直

近では平成23（2011）年７月に変更が行われ

た。

　現行の基本計画は、森林・林業の再生に向け

て、適切な森林施業の確保、施業集約化の推進、

路網の整備、人材の育成等の取組を推進すると

ともに、地球温暖化対策、生物多様性保全への

対応、山村の振興等を推進することとしている。

また、東日本大震災からの復興に向けて、海岸

部の保安林の再生、住宅及び公共施設の再建に

必要な木材の安定供給、木質バイオマス資源の

活用による環境負荷の少ない新しいまちづくり

への貢献を推進することとしている。

　さらに同計画では、森林の整備及び保全や林

業・木材産業等の事業活動等の指針とするため、「森

林の有する多面的機能の発揮」と「林産物の供給及

び利用」の目標を設定している。「森林の有する多

面的機能の発揮」の目標としては、５年後、10年

後及び20年後の目標とする森林の状態を提示して

いる（資料Ⅲ－１）。また、目標の策定に当たっては、

将来的に均衡がとれた人工林の齢級構成となるよう

に配慮した（資料Ⅲ－２）。「林産物の供給及び利用」

の目標としては、10年後の総需要量を7,800万㎥

と見通した上で、路網整備の加速化、施業の集約化

の集中的な実施、搬出間伐の促進等により、国産材

の供給量及び利用量の目標を3,900万㎥（国産材割

１．森林の整備・保全の基本方針

　　　　　　 将来（50年後、100年後）における齢級構成（イメージ）資料Ⅲ－2
（万ha）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
（齢級）

60
80
100
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140
160
180

現在（平成22（2010）年）

50年後（平成72（2060）年）

100年後（平成122（2110）年）

0
20
40

　注：人工林（育成単層林）の齢級構成について、指向する森林の状態である100年後、及び、途中経過である50年後の齢級構成を一
定の条件の下で試算。

資料：林野庁「森林・林業基本計画に掲げる目標数値について（案）」（林政審議会（平成23（2011）年４月21日）資料４）

　　　　　　   「森林・林業基本計画」における森林
の有する多面的機能の発揮に関する
目標

資料Ⅲ－1

平成22
（2010）年

目標とする森林の状態 （参考）指
向する森
林の状態

平成27
（2015）年

平成32
（2020）年

平成42
（2030）年

森林面積（万ha）
　育成単層林 1,030 1,030 1,020 1,000 660
　育成複層林 100 120 140 200 680
　天然生林 1,380 1,360 1,350 1,310 1,170
　合　計 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510
総蓄積（百万㎥） 4,690 4,930 5,200 5,380 5,450
ha当たり蓄積
（㎥ /ha） 187 196 207 214 217

総成長量
（百万㎥ /年） 74 68 61 55 54

ha当たり成長量
（㎥ /ha年）

2.9 2.7 2.4 2.2 2.1

資料：農林水産省「森林・林業基本計画」（平成23（2011）年７月）
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合50％）としている（資料Ⅲ－３）。

（「全国森林計画」で森林の整備・保全のルールとガ

イドラインを提示）

　農林水産大臣は「森林法」に基づき、全国の森林

を対象として、「森林・林業基本計画」に即した森

林の整備及び保全の目標、伐採立木材積、造林面積

等の計画量、施業の基準等を示す「全国森林計画」を、

５年ごとに15年を一期として立てることとされて

いる。

　平成23（2011）年７月には、「森林・林業基本計

画」の見直しと併せて「全国森林計画」が変更され、

森林の整備及び保全のルールとガイドラインを示す

ものと位置付けた上で、森林の有する機能ごとの森

林の整備及び保全の基本方針を提示するとともに、

伐採や造林等の基準や林道等の開設の考え方を明確

化した。重視すべき機能に応じた森林の区分は、国

が一律に定めることをやめて、地域主導により発揮

を期待する機能ごとの区域を設定できるようにし

た。また、「森林・林業基本計画」の目標に即して、

森林の整備及び保全の目標や計画量等を変更した。

　平成25（2013）年10月には、平成26（2014）年

度から平成41（2029）年度までを計画期間とする

「全国森林計画」を策定した。同計画では、「森林の

間伐等の実施の促進に関する特別措置法」の一部改

正や、事前防災・減災等の今後より重視していくべ

き事項に関する記述を追加した。また、「森林・林

業基本計画」に示されている目標等に即しつつ、新

たな計画期間に見合う計画量を設定した（資料Ⅲ－

４、５）。

　また、農林水産大臣は「森林法」に基づき、「全

国森林計画」に掲げる森林の整備及び保全の目標の

計画的かつ着実な達成に資するため、「全国森林計

画」の作成と併せて、森林整備保全事業に関する計

画として「森林整備保全事業計画」を策定すること

　　　　　　 「全国森林計画」における計画量資料Ⅲ－5

区分 計画量

伐採立木材積（百万㎥）

主伐 362

間伐 438

計 800

造林面積（千ha）
人工造林 944

天然更新 889

林道開設量（千km） 90

保安林面積（千ha） 12,952

治山事業施行地区数（百地区） 342

間伐面積（参考）（千ha） 7,281

注１：計画期間（平成26（2014）年４月１日～平成41（2029）
年３月31日）の数量。

　２： 治山事業施行地区数とは、治山事業を実施する箇所につ
いて、尾根や沢などの地形等により区分される森林の区
域を単位としてとりまとめた上、計上したものである。

資料：農林水産省「全国森林計画」（平成25（2013）年10月）

　　　　　　   「森林・林業基本計画」における
木材供給量の目標と総需要量の
見通し

資料Ⅲ－3

H21
（2009）

H27
（2015）

H32
（2020）

（百万㎥）
7880

65
72

70

39
50

60

2830

40

18

10

20

0

木材供給量 総需要量

（年）

資料：農林水産省「森林・林業基本計画」（平成23（2011）年７月）

　　　　　　   「全国森林計画」における森林の
整備及び保全の目標

資料Ⅲ－4

3,000

200

150

100

50

0
現況 計画期末

平成24（2012）年
３月31日

平成41（2029）年
３月31日

育成単層林面積
育成複層林面積
天然生林面積
ha当たり森林蓄積（右軸）

（万ha） （㎥/ha）

1,006

176

1,326

1,029

195
211

101

1,379

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

資料：農林水産省「全国森林計画」（平成25（2013）年10月）
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とされている。平成25（2013）年度には、現行計

画に定める成果指標の達成状況を検証しつつ、平成

26（2014）年度から平成30（2018）年度までの５

年間を計画期間とする次期計画の検討を行った。

（「地域森林計画」・「市町村森林整備計画」で地域に

即した森林整備を計画）

　都道府県知事と森林管理局長は「森林法」に基づ

き、全国158の森林計画区ごとに、「地域森林計画」

と「国有林の地域別の森林計画」を作成することと

されている。これらの計画では、「全国森林計画」

に即しつつ、地域の特性を踏まえながら、森林の整

備及び保全の目標並びに森林の区域（ゾーニング）及

び伐採等の施業方法の考え方を提示している。

　また、市町村長は「森林法」に基づき、「市町村

森林整備計画」を立てることとされている。同計画

は、地域の森林の整備等に関する長期の構想とその

構想を実現するための規範を示したマスタープラン

であり、森林の施業や保護の規範を明示した上で、

「全国森林計画」と「地域森林計画」で示された森

林の機能の考え方等を踏まえながら、各市町村が主

体的に設定した森林の取扱いの違いに基づく区域

（ゾーニング）や路網の計画を図示している。

（「農林水産業・地域の活力創造プラン」の策定）

　平成25（2013）年12月に農林水産業・地域の活

力創造本部で取りまとめられた「農林水産業・地域

の活力創造プラン」では、施策の展開方向として、

森林・林業については新たな木材需要の創出と国産

材の安定的・効率的な供給体制の構築により林業の

成長産業化を実現するとともに、森林の整備及び保

全等を通じた森林吸収源対策を推進し、また、多面

的機能の維持及び向上により、美しく伝統ある山村

を次世代に継承するとしている。具体的には、適切

な森林の整備及び保全、鳥獣被害対策の強化、災害

に強い森林づくり等を通じた「緑の国土強靱
じん

化」並

びに地域住民等による日常的な森林管理活動を推進

するとしている。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027781453cb005700450042752800270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005b30d730ec30b954c18cea005d00270020306b57fa3065304f005d00209ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




