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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 ･･････････････････････････････････････････････････58
育成複層林 ･･････････････････････････････････････････････････58
違法伐採対策 ････････････････････････････････････････96,166

▶う◀

美しい森
も

林
り

づくり推進国民運動 ･･･････････････････････75
ウッド・チェンジ・ネットワーク ･････････････47,184
ウッドデザイン賞 ･･･････････････････････････････････････195
漆 ･･･････････････････････････････････････････････････････23,143

▶え◀

エリートツリー（第二世代精英樹） ･･････････････････135

▶お◀

応急仮設住宅 ･････････････････････････････････････････････243
温室効果ガス ･･･････････････････････････4,17,55,99,175

か行

▶か◀

カーボン・オフセット ･･･････････････････････････････････77
海岸防災林 ････････････････････････････････････82,236,241
改質リグニン ･･･････････････････････････････････19,48,194
顔の見える木材での家づくり ････････････････････････179
カスケード利用 ･･････････････････････････････････････････189
家族経営体 ･････････････････････････････････････････112,114
花粉症対策苗木 ････････････････････････････････････････････73
花粉発生源対策 ････････････････････････････････････････････72
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） ･･･････････････････････････167
カンクン合意 ･････････････････････････････････････････････101
乾燥材 ･･･････････････････････････････････････････････199,202
環太平洋パートナーシップ（TPP） ･･････････158,213
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 ････････････････････････････････････････････75

気候変動枠組条約 ･････････････････････････････････････････99
技術協力 ･･･････････････････････････････････････････････････103
木づかい運動 ･････････････････････････････････････････････195
木の文化を支える森 ････････････････････････････････････233
京都議定書 ･･････････････････････････････････････････････････99
共用林野 ･･･････････････････････････････････････････････････234

▶く◀

グリーンウェイブ（緑の波） ･････････････････････････････84
グリーン購入法基本方針
（環境物品等の調達の推進に関する基本方針） ･･･167

▶け◀

経済連携協定（EPA） ････････････････････････････158,213
建築基準法 ･･････････････････････････････････180,181,212
現場管理責任者（フォレストリーダー） ････････････120
原木市売市場 ･････････････････････････････････････････････209

▶こ◀

公益的機能維持増進協定制度 ････････････････････････223
公共建築物等における木材の利用の促進に関する 
法律 ･････････････････････････････････････････････････････････185
航空レーザ計測 ････････････････････････････････15,48,129
合板 ･･･････････････････････････････････････････160,165,205
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） ･･････････････････････････34,97,168
合法伐採木材 ･･･････････････････････････････････34,96,167
コウヨウザン ･･････････････････････････････････････137,225
広葉樹林化 ･･････････････････････････････････････････････････69
国土強靱

じん

化基本計画 ････････････････････････････69,81,83
国有林の地域別の森林計画 ･････････････････････････････60
国有林モニター ･･････････････････････････････････････････232
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 ･･････････････････････････････････････ 7,95
国連森林措置 ･･･････････････････････････････････････････････95
コンテナ苗 ･････････････････････････････････････････134,223

さ行

▶さ◀

災害公営住宅 ･････････････････････････････････････････････243
再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT） 
　 ･･････････････････････････････････････････････････22,79,191
在来工法（木造軸組構法） ･･････････････････････････････178
里山再生モデル事業 ････････････････････････････････････250

用語の索引



用
語
の
索
引

参考資料 27

里山林 ･･････････････････････････････････････････････････････147
サプライチェーン ･･･････････････････････････････････････201
山菜 ･･････････････････････････････････････････････････141,145
山村振興法 ････････････････････････････････････････････････146
山地災害 ････････････････････････････････････････････････50,79
山地災害防止機能 ････････････････････････････････････55,69
山林に係る相続税の納税猶予制度 ･･････････････････130

▶し◀

CoC認証 ････････････････････････････････････････････････････ 97
J-クレジット制度 ･････････････････････････････････････････77
死傷年千人率 ････････････････････････････････････････35,122
システム販売 ･････････････････････････････････････････････230
持続可能な森林経営 ････････････････････････ 5,6,9,33,92
下刈り省力化 ･････････････････････････････････････････････136
市町村森林整備計画 ･･････････････････････････････････････60
自伐林家 ･････････････････････････････････････152,276,297
社会貢献の森 ･････････････････････････････････････････････233
集成材 ･･････････････････････････････････････････････････････204
住宅着工戸数 ･････････････････････････････････････････････177
自由貿易協定（FTA） ･･･････････････････････････････････158
私有林 ････････････････････････････････････････････54,60,112
出荷制限 ･･･････････････････････････････････････････････････250
樹木採取権制度 ･･････････････････････････････････････････228
準耐火建築物 ･･････････････････････････････････････181,211
情報通信技術（ICT） ･･･････････････････14,48,139,201
除染電離則（東日本大震災により生じた放射性物
質により汚染された土壌等を除染するための業
務等に係る電離放射線障害防止規則） ･････････････249
針広混交林化 ･･･････････････････････････････････････････････69
振興山村 ･･･････････････････････････････････････････････････146
人工林 ････････････････････････････････････････････････････････ 54
森林環境教育 ･･･････････････････････････････････28,75,232
森林環境譲与税 ･･･････････････････････････････････････44,65
森林環境税 ･････････････････････････････････････････････44,65
森林共同施業団地 ･･･････････････････････････････････････225
森林組合 ････････････････････････････････････････････112,115
森林クラウド ･････････････････････････････････････････････129
森林経営管理制度 ･････････････････････････････44,60,227
森林経営管理法 ･･････････････････････････････････33,44,60
森林経営計画 ･･････････････････････････････57,70,87,126
森林サービス産業 ･･････････････････････････････････25,151
森林作業道 ････････････････････････････････････････････････131
森林生態系保護地域 ････････････････････････････････････221
森林整備事業 ･･････････････････････････････････････････59,70
森林整備保全事業計画 ･･････････････････････････････57,80
森林施業プランナー ････････････････････････････････････126
森林総合監理士（フォレスター） ････････････････68,226
森林認証制度 ･･･････････････････････35,46,97,167,246
森林の有する多面的機能 ････････････････････････････････55
森林法 ･･･････････････････････････57,69,78,87,126,129

森林保険制度 ･･･････････････････････････････････････････････90
森林・林業基本法 ･････････････････････････････････････････56
森林・林業基本計画 ･･････････････････････････････････････56
森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発
戦略 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 67

▶す◀

水源涵
かん

養機能 ･･･････････････････････････････････････････････55
スマート林業 ････････････････････････････････････････48,139

▶せ◀

製材品 ･･･････････････････････････････････････････････165,202
製品市売市場 ･････････････････････････････････････････････209
生物圏保存地域（ユネスコエコパーク） ･･･････84,221
生物多様性国家戦略2012-2020 ････････････････････83
生物多様性の保全 ･･････････････････････････････････83,219
生物の多様性に関する条約（生物多様性条約） ･･･103
世界遺産 ･･････････････････････････････････････････････84,221
世界文化遺産貢献の森

も

林
り

 ･･････････････････････････････221
施業の集約化 ･････････････････････････････････････････････125
セルロースナノファイバー ･････････････････18,48,194
全国育樹祭 ･･････････････････････････････････････････････････73
全国植樹祭 ･･････････････････････････････････････････････････73
全国森林計画 ･･･････････････････････････････････････････････58
センダン ････････････････････････････････････････････137,148

▶そ◀

早生樹 ･･･････････････････････････････････････････････135,148
素材生産 ････････････････････････････････････････････108,112

た行

▶た◀

第１約束期間 ･･･････････････････････････････････････････････99
耐火建築物 ････････････････････････････････････････････････180
第二世代精英樹（エリートツリー） ･･････････････････135
第２約束期間 ･･･････････････････････････････････････････････99
多国間協力 ････････････････････････････････････････････････104
竹 ････････････････････････････････････････････････23,143,148
多様な活動の森 ･･････････････････････････････････････････233

▶ち◀

地域森林計画 ･･･････････････････････････････････････････････60
地域内エコシステム ････････････････････････････････････193
地域熱供給 ･･･････････････････････････････････････････39,192



用語の索引

28  参考資料

地域リグニン資源開発ネットワーク 
（リグニンネットワーク） ･････････････････････････20,194
地域林政アドバイザー ･･･････････････････････････････････62
地球温暖化対策 ･････････････････････････････････････99,219
治山事業 ･･････････････････････････････････････････････80,218
地籍調査 ････････････････････････････････････････････127,129
長伐期化 ･････････････････････････････････････････････････････ 69
直交集成板（CLT） ･･････････････････････････17,180,210

▶つ◀

ツーバイフォー工法（枠組壁工法） ･･････････････････178

▶て◀

提案型集約化施業 ･･･････････････････････････････････････126
低密度植栽 ････････････････････････････････････････････････135
天然生林 ･････････････････････････････････････････････････････ 58
天然林 ･････････････････････････････････････････････････54,220

▶と◀

統括現場管理責任者（フォレストマネージャー） ･･･120
特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に 
関する基本指針 ････････････････････････････････････････････70
特定母樹 ･･･････････････････････････････････････････････････135
特用林産物 ････････････････････････････････････23,141,250
ドローン ･･････････････････････････････････････････････15,138

な行

▶な◀

名古屋議定書 ･････････････････････････････････････････････103
ナラ枯れ ･････････････････････････････････････････････････････ 90
南洋材 ･････････････････････････････････163,202,205,213

▶に◀

二国間協力 ･･･････････････････････････････････････････41,103
日EU・EPA ･･････････････････････････････････････158,213
日米貿易協定 ･････････････････････････････････････････････158
日本美

うつく

しの森　お薦め国有林 ････････････････････････235
日本農林規格（JAS） ･･･････････････････････････････････199

▶の◀
農泊 ････････････････････････････････････････････････････26,151
農林業センサス ･･････････････････････････････････････････111
農林水産業・地域の活力創造プラン ････････116,227
農林水産業の輸出力強化戦略 ････････････････････････169

は行

▶は◀

伐採と造林の一貫作業システム ･･････････････134,223
発電利用に供する木質バイオマスの証明のための 
ガイドライン ･････････････････････････････････････････････191
パリ協定 ･･･････････････････････････････････････････････････100

▶ひ◀

東日本大震災 ･･････････････････････････････････････236,240
東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針
（マスタープラン） ･･･････････････････････････････････････244
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