低炭素社会の実現に向けた取組について
〜 森林・林業分野を中心に 〜

平成２０年１１月

森林・林業行政の展開(概算要求を中心に)
緑の社会資本（森林）を求める国民のために
○国民ニーズに応えた森林の整備・保全の実施
国土の保全、水源のかん養、地球温暖化防止等、森林の有する様々な機能に対する国
民ニーズを踏まえ、森林の整備・保全を実施。特に、森林吸収源対策として、平成１９年度
からの６年間で３３０万haの間伐を推進。

○国民運動の展開
幅広い国民の理解と協力の下で森林づくりに取り組むため、民間企業やＮＰＯ等の協力
も得ながら、森林の整備・保全、担い手・地域づくりなどの取組を進める「美しい森林（もり）
づくり推進国民運動」を展開するとともに、森林ボランティア活動への情報提供や活動支援
などを実施。また、この一環として、木材利用を積極的に進めることを通じて循環型社会を
作り出すための「木づかい運動」を展開。

○新たな森林経営政策の確立に向けた対策
主伐期の到来を見据え、主伐収入と低コスト造林・保育等により、森林資源を循環利用
できるビジネスモデルを構築し、森林資源の整備・活用を推進。

低炭素社会という新しいライフスタイルを求める国民のために
○山村再生支援センターの創設
山村が有する環境、教育、健康面の機能に着目し、企業と山村との協定による化石資源
から木質バイオマス資源への転換による二酸化炭素排出削減の取組、新しい環境ビジネ
スや健康・教育関連産業を山村に定着させる取組を推進。

○木材利用に係る「見える化」の取組
木材の利用を通じた低炭素型の消費行動を喚起するため、木材製品中の炭素固定量、
その利用がどの程度森林整備に貢献するか等、木材利用に係る環境貢献度の「見える化」
の取組を推進。

○木質バイオマスの新たな利用技術の開発・普及
林地残材等の未利用森林資源活用のため、化石資源に代替する木質チップ・ペレット等
としての利用拡大や、先進的な技術による木質からのエネルギーやマテリアルの製造シス
テムの構築（例： 「木質バイオマスからの新たなエタノール製造システム」「木質バイオマス
からのナノカーボン製造システム」等）を通じ、新たなビジネスを創出し、地域の活性化を促
進するとともに、低炭素社会の実現に貢献。

○国有林野の改革に向けた取組
人工林の整備等の業務を独立行政法人に移管した上で特別会計を廃止し、治山事業等
の国民の安全・安心に関する業務等は一般会計の下で国が直接行うことにより、より効率
的かつ安定的な管理経営を実現し、「国民の森林」として、国土の保全、地球温暖化の防止、
生物多様性の保全等の公益的機能の維持増進をより一層推進。

暮ら しの安全・安心を求める国民のために
○地域の安全・安心の確保に向けた治山対策の推進
大規模な山地災害発生時における国有林組織を活用した専門家の派遣や民有林直轄
治山事業など機動的かつ集中的な緊急対策の実施や、住民参加型の先駆的な減災対策
等を推進。

○花粉症対策の加速化
花粉症患者の多い首都圏等に花粉を飛散させているスギ林の伐採を促進するとともに、
花粉の出ない品種などの開発、苗木の供給を加速化。

○森林病虫害・鳥獣害の防止や生物多様性の保全
森林病虫害・鳥獣害防止に向けて、松くい虫の防除、野生鳥獣被害防止施設の設置等を
実施。また、生物多様性の保全に向けて、原生的な森林生態系や貴重な野生動植物の生
息・生育する森林の保全管理、野生鳥獣の生息環境に配慮した環境整備等を推進。

○木づ かいカーボンストック減税（税制要望）
「税制のグリーン化」を踏まえ、炭素固定に資する木材利用に対する優遇措置として、建
築資材に木材を利用した場合、所得税が軽減されるよう要望。

木のぬくもりを求める国民のために
○国際的な資源獲得競争に対応した木材産業構造の確立
ロシアが丸太輸出禁止の方向へ動くなど、外材をめぐる国際情勢が一段と不透明さを増
す中、国民生活に密着する「住」を支える木材の安定供給を確保するため、従来、外材を原
料としていた製材工場等での国産材利用への転換や地域の中小製材工場と中核工場の
連携による加工流通体制の構築を推進し、「住」の面での安心を確保。

○消費者に安全・安心を与える「顔の見える木材での家づくり」
地域の森林所有者、製材工場、工務店が一体となり、森林見学ツアーを実施するなど消
費者（施主）のニーズに対応しながら地域材を活用した家づくりを行う「顔の見える木材での
家づくり」活動を実施。

○地域材で住宅を建てたい方に対する情報提供の充実
地域材で住宅を建てたい方がワンストップで必要な情報を得ることができるよう「地域材
住宅づくり情報」のデータベース化を推進。
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○ 森林バイオマス利用にかかる国内クレジットの創出について
排出量取 引の国 内統合 市場
国内クレジット認証委員会（事務局：経産省・環境省・農水省）
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低炭素化への貢献
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山 村 再 生 支 援 セ ン タ ー の 創 設（案）
〜社会的協働による山村再生対策の構築〜
三者協定による社会的協働
国

関連する企業

山村再生支援センター

ＣＯ2排出型企業

社 会 的 協働システムを構築し 稼働させるための支援
社会的協働によ る 山村再生対策構築事業 500百万円

山村再生の取組を一元的・総合的に
山村再生の取組を一元的・総合的に支援
支援

木 質 バイ オマスを 供給・活用するためのインフラ整備
森林整備事業
2,000百万円

助成等

木 質 バイ オマスを 安定供給するための運転資金の融通
木材産業等高度化推進資金
融資枠 2,000百万円
森 林 資 源を活用したニュービジネス創造
森林資源活用型ニュービ ジネス創造対策事業
900百万円
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効果認定
・国内CDM
・CO2排出量削減
・山村再生貢献

（電力、鉄鋼、化学工業、ホテル等）

木質バイオマスによるエネルギー転換で、
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森林資源開発型企業
（バイオマスベンチャー等）

未利用の森林資源の新たな活用
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価値の創出
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排出量削減
間伐材等を燃料として使用するこ
とによるＣＯ2排出削減量をＣＯ2排
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排出量取引による収益

間伐材等の森林資源の供給
（化石燃料から間伐材・未利用資源
に展開）

木質バイオマスの安定供
給
間伐材等を燃料用に安定的に供
給することにより、ＣＯ2排出量を
削減

新素材・エネルギーの
事業化
森林資源を新素材やバイオエタ
ノール等に転換する新しい環境ビ
ジネスの展開

低質材の需要拡大

山村固有の資源が有する環境、教育、健康面の機能を有効活用

教育、健康ビジネスの
展開
森林が医療・健康や教育・人格形
成に良好な効能を有することに着
目

新ビジネスの創造による就業機会の増大

低炭素化への貢献／山村の再生
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農林水産分野における省ＣＯ２効果の「見える化」

的

農林水産業関係者の温室効果ガス排出削減の努力、木材製品の利用による炭素貯蔵効果、バイオマスの化石資源代替効
果等を消費者に示すことで、地球温暖化対策に貢献する農林水産業の振興に資する
化石資源等ＣＯ２排出型資源からバイオマスへの転換の加速化に資する
温室効果ガスの排出を国民が認識し、省ＣＯ２型の生活を選択することに資する
農林水産分野における省ＣＯ２効果の「見える化」の展開方向、具体化に向けた課題等の検討

食農審・林政審・水政審地球環境小委員会合同会議等で、農林水産分野の省ＣＯ２効果の「見える化」の展開方向、具体化に
向けた課題等の検討を進め、平成21
向けた課題等の検討を進め、平成
21年
年3月までに検討結果をとりまとめる。
この検討と並行して、もしくは、検討結果を踏まえて、以下のとおりさらに品目別に詳細な検討を実施

農水産物
農水産物については、省エネルギー型の生産技術
体系への転換等省ＣＯ２効果の高い取組により生
産されたものについて、消費者の選択に資するよう
表示のあり方を検討。

ＣＯ２ 排出削 減効果

３０%

以
上

ＣＯ２排出量を削減した
生産方法なのね！

省ＣＯ２効果の高い取組による生産

２
表示イメージ
ＣＯ２排出量

木材・木質バイオマス
木材・木質バイオマスについては、木材製品の
利用による炭素貯蔵効果を示すなど、省ＣＯ２効
果の「見える化」に向けた表示のあり方を検討。
食品産業
食品産業分野については、事業者によるＣＯ２排
出・削減の「見える化」のあり方を検討。

80g

２

木材１㎥
木材１㎥
あたり、
概ね
0.23ｔの
0.23 の
炭素を固
定

木質ペレット１０ｋｇ袋
☆灯油代替量
灯油代替量4.6
4.6ﾘｯﾄﾙ
ﾘｯﾄﾙ
☆11.5kgCO2削減
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低炭素社会に貢献するための木材利用の「見える化」について

木材は、再生可能でカーボンニュートラルな資源であるとともに加工等に必要なエネルギーも低い「環境に優しい」資材であ
り、その利用を通じて「低炭素社会」の構築に大きく貢献することが可能。
このような他の材料には見られない特性を生かし、木材、とりわけ国産材の利用に係る省ＣＯ２効果などの環境貢献を、具
体的な数値データをもって評価し、広く国民に普及すること（「見える化」）が、木材の需要拡大の観点からも重要。
このため、省エネ資材としての効果等についての「見える化」について検討。

具体的には、以下の３つの効果について「見える化」を検討。
① 省エネ効果
② 炭素貯蔵効果
③ 間伐材製品利用による林地の間伐への貢献効果
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