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※ 複数ページに掲載されている用語については、主
な掲載ページとした。

あ行

▶い◀

育成単層林 ･･････････････････････････････････････････････････70
育成複層林 ･･････････････････････････････････････････････････70
違法伐採対策 ･･･････････････････････････････107,164,213

▶う◀

美しい森
も

林
り

づくり推進国民運動 ･･･････････････････････87
ウッド・チェンジ・ネットワーク ･･･････････････2,181
ウッドデザイン賞 ･･･････････････････････････････････････195
漆 ････････････････････････････････････････････････････････････143

▶え◀

エリートツリー（第二世代精英樹） ････････････････････78

▶お◀

応急仮設住宅 ･････････････････････････････････････････････248

か行

▶か◀

カーボンニュートラル ･･････12,68,73,76,112,173
カーボン・オフセット ･･･････････････････････････････････89
海岸防災林 ･････････････････････････････････8,94,236,242
改質リグニン ････････････････････････････････････････73,194
顔の見える木材での家づくり ･･･････････････････21,176
カスケード利用 ･･････････････････････････････････････････187
家族経営体 ･･･････････････････････････････････････････14,123
花粉症対策苗木 ････････････････････････････････････････････79
花粉発生源対策 ････････････････････････････････････････････79
環境物品等の調達の推進に関する基本方針 
（グリーン購入法基本方針） ･･･････････････････････････165
カンクン合意 ･････････････････････････････････････････････111
乾燥材 ･･････････････････････････････････････････････････････199
環太平洋パートナーシップ（TPP） ･･････････156,213
管理経営基本計画 
（国有林野の管理経営に関する基本計画） ･････････216

▶き◀

聞き書き甲子園 ････････････････････････････････････････････88
気候変動枠組条約 ･･･････････････････････････････････････110
技術協力 ･･･････････････････････････････････････････････････115
木づかい運動 ･････････････････････････････････････････････195
木の文化を支える森 ････････････････････････････････････233
京都議定書 ････････････････････････････････････････････････110
共用林野 ･･･････････････････････････････････････････････････234

▶く◀

グリーンウェイブ（緑の波） ･････････････････････････････97
グリーン成長戦略 ･････････････････････････････････････････73

▶け◀

経済連携協定（EPA） ･･･････････････････････････････････156
建築基準法 ･･････････････････････････････････169,177,204
現場管理責任者 ････････････････････････････････････････････40
原木市売市場 ･････････････････････････････････････････････211

▶こ◀

公益的機能維持増進協定制度 ････････････････････････224
公共建築物等における木材の利用の促進に関す
る法律 ･･････････････････････････････････････････････････････182
航空レーザ計測 ･･････････････････････････････38,134,201
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 
（クリーンウッド法） ････････････････････････････････････166
合法伐採木材 ･･････････････････････････････････････107,166
コウヨウザン ･･･････････････････････････････････････････････36
広葉樹林化 ･･････････････････････････････････････････････････75
国土強靱

じん

化基本計画 ･･････････････････････････････････････96
国有林の地域別の森林計画 ･････････････････････････････72
国有林モニター ･･････････････････････････････････････････231
国有林野事業 ･･････････････････････････････････････216,217
国有林野の管理経営に関する基本計画
（管理経営基本計画） ････････････････････････････････････216
国連森林戦略計画 ･･･････････････････････････････････････106
国連森林フォーラム ････････････････････････････････････106
コンテナ苗 ････････････････････････････････････････････････226

さ行

▶さ◀

災害公営住宅 ･････････････････････････････････････････････249
再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT） 
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････91,189
里山再生事業 ･････････････････････････････････････････････259
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里山林 ･･･････････････････････････････････････････････145,150
サプライチェーン ･･･････････････････････････････････････201
山菜 ･･････････････････････････････････････････････････138,143
山村振興法 ････････････････････････････････････････････････144
山地災害 ･･････････････････････････････････････････････････ 7,91
山地災害防止機能 ････････････････････････････････････67,75
山林に係る相続税の納税猶予制度 ･･････････････････135

▶し◀

J-クレジット制度 ･･････････････････････････････････89,141
死傷年千人率 ･･･････････････････････････････････････････････18
システム販売 ･････････････････････････････････････････････230
持続可能な森林経営 ･････････････････････････････104,115
市町村森林整備計画 ･･････････････････････････････････････72
自伐林家 ･････････････････････････････････････････････････････ 26
社会貢献の森 ･････････････････････････････････････････････233
集成材 ･･････････････････････････････････････････････････････207
住宅着工戸数 ･････････････････････････････････････････････175
自由貿易協定（FTA） ･･･････････････････････････････････156
私有林 ････････････････････････････････････････････････････････ 66
樹木採取権制度 ･･････････････････････････････････････････229
準耐火建築物 ･････････････････････････････････････････････202
針広混交林化 ･･･････････････････････････････････････････････75
振興山村 ･･･････････････････････････････････････････････････144
森林環境教育 ････････････････････････････････････････87,232
森林環境譲与税 ････････････････････････････････････5,82,84
森林環境税 ･････････････････････････････････････････････82,84
森林共同施業団地 ･･･････････････････････････････････････226
森林組合 ･････････････････････････････････････････4,122,124
森林クラウド ･････････････････････････････････････････････135
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