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林業成長産業化総合対策 【平成31年度予算概算要求額 18,572（15,470）百万円】

＜対策のポイント＞
新たな森林管理システムの下で森林の経営管理を担う意欲と能力のある経営者の育成や経営の集積・集約化を進める地域への路網整備・高性能林業機
械の導入、川上から川下までを結ぶサプライチェーンの構築による流通コストの削減、CLT等の利用促進など木材需要の拡大等の取組を総合的に支援します。
＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（27百万m3 ［平成28年］→ 40百万m3 ［平成37年］）

＜事業の全体像＞

森林組合、素材生産業者、自伐林家等 製材業者、合板業者等 木材需要者
意欲と能力のある経営者 JAS無垢製材品等を製造する業者 需要の開拓に意欲のある者

工務店 建設会社 ハウスメーカー 等

・木材を低コストで安定供給する体制を整備するため、意欲と能力のある経営者等が行う設備投資等に対する融資を充実

・新たな需要につながる非住宅分野を中心としたJAS無垢材、CLT等の利用促進
・高付加価値製品による海外需要の開拓
・ＣＮＦなどのマテリアル開発支援等

林業・木材産業金融対策 【704百万円】

連携 連携

木材加工流通施設等の整備
・需要者ニーズに対応した木材製品の安定的・効率的な供給体制を構築

木造公共建築物等の整備
・ＣＬＴの活用など木材利用のモデル性が高い施設の木造化・木質化を重点的に支援

木質バイオマス利用促進施設の整備
・地域連携の下で熱利用又は熱電併給に取り組む「地域内エコシステム」を重点的に支援

特用林産振興施設の整備
・地域経済で重要な役割を果たすきのこのほだ場など特用林産物の生産基盤等の整備を支援

路網整備
・木材の搬出コストを低減するための基盤整備

高性能林業機械導入（購入、リース）
搬出間伐の推進
資源高度利用型施業
・主伐時の全木集材、それと一貫して行う再造林の実施
・早生樹のモデル的な造林

コンテナ苗生産基盤施設等整備
・造林のコスト削減に資するコンテナ苗の安定供給

民国連携

意欲と能力のある経営者に森林の経営管理の集積・集約化が見込まれる地域に対し重点的に支援

林業・木材産業成長産業化促進対策 【14,734百万円】

意欲と能力のある経営者との連携を前提に支援

川上から川下までの連携による木材の安定供給や流通コストの削減
川上・川下連携による成長産業化支援対策 【3,134百万円】

川 上 川 中 川 下

（持続的林業確立対策） （木材産業等競争力強化対策）

意欲と能力のある経営者の育成
・出荷ロットの大規模化等によるマーケティング力の強化

森林整備地域活動支援対策等
・施業の集約化に向けた境界の明確化
・山村地域活性化の担い手となる自伐林家等への支援

林業成長産業化地域保全対策事業
・山村地域の防災・減災対策
・森林資源保全対策（鳥獣害、病虫害対策等）

民国連携

林業成長産業化地域創出モデル事業
・森林経営管理システムを活用して先進的に取り組む地域をモデルとしてソフト支援

民国連携

・ＩＣＴの活用支援（需給マッチング、路網整備の効率化のための人材育成等）
・「緑の雇用」による施業現場の管理者の育成や労働安全対策

民国連携

スマート林業構築推進事業 木材生産高度技術者育成対策
現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策 木材需要の創出・輸出力強化対策木材産業・木造建築活性化対策
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【平成31年度予算概算要求額

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．持続的林業確立対策
○ 意欲と能力のある経営者を育成し、持続的な林業経営を確立するため、出荷
ロットの大規模化、路網整備、高性能林業機械等の導入、間伐材生産、主伐時
の全木集材と再造林の一貫作業、早生樹導入、コンテナ苗生産基盤施設等の
整備、森林境界の明確化、自伐林家等への支援等を推進します。

２．木材産業等競争力強化対策
○ 木材産業等の競争力強化を図るため、意欲と能力のある経営者との連携を前
提に行う木材加工流通施設、木造公共建築物、木質バイオマス利用促進施設、
特用林産振興施設の整備を支援します。

３．林業成長産業化地域創出モデル事業
○ 森林資源の利活用により地域の活性化に取り組むモデル的な地域を優先的に
支援し、優良事例の横展開等を図ります。

※１及び２の事業において、スマート林業構築実践事業及びSCM推進フォーラムと連携した取組を優先。

＜対策のポイント＞
意欲と能力のある経営者を育成し、木材生産を通じた持続的な林業経営を確立するため、出荷ロットの大規模化、資源の高度利用を図る施業、路網整備、
高性能林業機械の導入、木材加工流通施設の整備等、川上から川下までの取組を総合的に推進します。
＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（27百万m3 ［平成28年］→40百万m3 ［平成37年］）

路網整備 間伐材生産、
高性能林業機械導入

木材加工流通施設整備 木造公共建築物整備

国
都道府県

＜事業の流れ＞

事業実施主体

民間団体等
委託

［お問い合わせ先］林野庁計画課（03-6744-2300）※ このほか国有林による直轄事業を実施

事業構想（都道府県が作成する５年間の取組方針）

持続的林業確立対策 木材産業等競争力強化対策

林業成長産業化地域創出モデル事業

路網整備
高性能林業機械導入（購入、リース）
搬出間伐の推進
資源高度利用型施業
・主伐時の全木集材、それと一貫して行う再造林の実施
・早生樹のモデル的な造林
コンテナ苗生産基盤施設等整備
意欲と能力のある経営者の育成
・出荷ロットの大規模化等によるマーケティング力の強化
森林整備地域活動支援対策等
・施業の集約化に向けた境界の明確化
・山村地域活性化の担い手となる自伐林家等への支援
林業成長産業化地域保全対策事業
・山村地域の防災・減災対策
・森林資源保全対策
（鳥獣害、病虫害対策等）

木材加工流通施設等の整備
・需要者ニーズに対応した木材製品の安定的・効率的な供給
体制を構築

木造公共建築物等の整備
・ＣＬＴの活用など木材利用のモデル性が高い施設の木造化・
木質化を重点的に支援

木質バイオマス利用促進施設の整備
・地域連携の下で熱利用又は熱電併給に取り組む「地域内エコ
システム」を重点的に支援

特用林産振興施設の整備
・地域経済で重要な役割を果たすきのこのほだ場など特用林産
物の生産基盤等の整備を支援

連携
川 中

製材業者、
合板業者等

連携
川 下
木材
需要者

川 上
森林組合、素材生産業者、自伐林家等

意欲と能力のある経営者

川上から川下までの連携により木材の安定供給や流通コストの削減を図り、
生産流通構造改革を推進

14,733,885（12,290,335）千円】

交付
（定額（1/2、1/3以内等））

交付
（定額（1/2、1/3以内等））

林業成長産業化総合対策のうち
林業・木材産業成長産業化促進対策（拡充）
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．低層建築物を中心とした無垢構造材等利用拡大事業 373,916千円
○ 非住宅分野の建築物におけるJAS構造材の利用拡大、横架材・2x4部材等の製
品・技術開発を支援します。

２．中高層建築物を中心としたCLT等新たな木質建築部材利用促進・定着事業
743,704千円

① CLT等建築物の普及・拡大
CLTを用いた先駆的な建築物の設計・建築等の実証、中高層建築物等における

CLT等の利用拡大、設計者・施工者等の育成、BIM（３次元の建築モデルをコン
ピューター上で構築するシステム）を活用できる環境整備等を支援します。

② 新たな製品・技術の開発
CLT等新たな建築部材の利用促進に向けた構造設計手法や部材の標準化に必要な
データ収集、CLT・木質耐火部材等の製品・技術開発等を支援します。

３．顔の見える木材での快適空間づくり事業 97,921千円
○ A材丸太を原材料とする構造材、内装材、家具、建具等の普及啓発などにより川上
から川下までの事業者の連携の促進に対して支援します。

４．生産流通構造改革促進事業 252,858千円
○ SCM推進フォーラム（協議会）の設置・運営による川上から川下までのマッチングの
取組や、需給情報共有のためのデータベース整備等を支援します。また、木材加工設備
等導入の利子助成・リース、森林認証材の普及啓発等の取組を支援します。

【平成31年度予算概算要求額 1,468,399（1,087,413）千円】

［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-3502-8062）

＜対策のポイント＞
木材需要の拡大を図るため、低層建築物を中心とした無垢構造材の利用拡大、中高層建築物を中心としたCLT等の新たな木質建築部材の利用促進・
定着、顔の見える木材での快適空間づくり等を支援します。また、川上から川下までの流通の各段階における事業者の「お見合いの場」として、 SCM（サプラ
イチェーンマネジメント）推進フォーラムを設置し、効率的なサプライチェーンの構築に向けたマッチングを推進します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（ （27百万m3 ［平成28年］→ 40百万m3 ［平成37年まで］）

国 定額民間団体等

＜事業の流れ＞

2x4部材の製品・
技術開発

CLTを用いた先駆的な建築物の設計・建築等の実証 設計者・施工者等の育成

SCM推進フォーラム

構造材、内装材等の普及啓発

国
民間団体等

/

CLT

荷重支持部

燃え止まり層

燃え止まり層

燃え代層

部材の標準化に必要な
データ収集

需給情報DB

川上 川下川中
データベース

整備素材生産業者
森林組合
市場・流通商社
など

製材所
集成材工場
合板工場
LVL工場など

工務店
ハウスメーカー
ゼネコン
建築士
プレカット業者など

需給情報の
共有

事業者間の
マッチング

事業者間の
マッチング

需給情報の
共有

木質耐火部材の開発

横架材等の製品・技術開発

SCM推進フォーラムの設置・運営

非住宅分野の建築物におけるJAS構造材の利用拡大

委託

民間団体等

民間団体等
事業費の2/3、1/2、3/10、1/10、定額定額

林業成長産業化総合対策のうち
木材産業・木造建築活性化対策（拡充）
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安全な木材製品等流通影響調査・検証事業（継続）
【平成31年度予算概算要求額 101,103（704,103）千円】

＜対策のポイント＞
消費者に安全な木材製品等を供給するため、木材製品や作業環境などに係る放射性物質の調査･分析を行うとともに、木材製品等に係る安全証明体制
の構築を図ります。
＜政策目標＞
汚染実態等を継続的に把握し、復興に向けた森林・林業施策を的確に推進

［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-6744-2290）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．木材産業に係る放射性物質継続調査
○ 製材工場等での原木の受け入れから木材製品の出荷までの工程を対象とした、
原木、木材製品、作業環境などの放射性物質の調査･分析を継続的に支援し
ます。

２．安全証明体制の構築に向けた支援
○ 多様な木材製品等の安全と安心を確保するため、木材製品等に係る安全証明
体制の構築を支援します。
① 木材製品等の流通調査･分析を支援します。
② 木材製品等の安全を確保するため、放射性物質測定装置の設置等による効
果的な検査体制の構築を支援します。
③ 風評被害防止のための普及啓発を支援します。

林業機械のキャビン内は屋外と比
較し、空間線量率が２~３割程度
低い

木材・木材製品の放射性物質調査や安全証明体制の構築を支援。

安全な木材製品の供給

木材製品

原木市場、製材工場等

（加工）

放射性物質測定装置の設置

（出荷）

木材・木材製品の検査体制等の整備

原木

（入荷）

安全証明体制に向けた有識者検討会

信頼性向上に
向けた普及啓発国 民間団体

定額

＜事業の流れ＞
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放射性物質被害林産物処理支援事業（継続） 【平成31年度予算概算要求額 337,000（386,000）千円】

＜対策のポイント＞
事業活動を安定化させ、林産物の流通を推進するための放射性物質被害を受けた林産物の焼却、運搬、仮置き等の費用を支援します。

＜政策目標＞
森林･林業の再生を通じた被災地復興を推進

［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-6744-2290）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．樹皮(バーク)等の処理に向けた支援
○ 地域林産物の流通安定化を図るため、滞留する樹皮(バーク)、ほだ木等の放射
性物質被害林産物の処理対策として、廃棄物処理施設での焼却及び、一時
保管費等を立替支援します。

定額

返還

支払

※事務手続きは
県木連等が実施

＜事業の流れ＞

定額

返還

立替支援

返還

求償

賠償

樹皮（バーク）

流通
・市場等流通業者
・住宅建築業者

燃焼

風評被害により
利用量減少丸

太

約９割

燃焼灰の再利用、処
理等が進まず燃焼で
きない（製紙工場等）

おが粉・チップ

製材品

敷料堆肥

森林所有者

丸太生産量
に影響

丸太を
剥皮し加工

製材工場等

約３割

約７割

約１割

復興需要

製材工場等
に滞留

バーク
滞 留 産業廃棄物としての処理等を促進し、滞留を解消

森林組合・素材生産
業者が伐採

国 東電事業者福島県等
近隣県

県木連
等

産廃処理業者等
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木材加工流通施設等復旧対策事業（継続） 【平成31年度予算概算要求額 76,218（76,218）千円】

＜対策のポイント＞
東日本大震災の被災地における森林・林業・木材産業の再開と地元雇用創出に資するため、被災した木材加工流通施設の復旧等を支援します。
＜政策目標＞
被災した木材加工流通施設での安定的な生産、供給体制の再建

［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-6744-2292）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．支援対象
○ 被災地における森林・林業・木材産業の再開と地元雇用創出に資するため、被
災により休止していた木材加工流通施設の事業再開に必要な施設の整備や修
理・修繕・撤去等に支援します。

２．支援の要件
○ 地元雇用の創出や間伐材等の地域の木材活用等に資する施設であること

３．事業実施主体
○ 森林組合・森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連事業者等
の組織する団体、地域材を利用する法人などで、避難指示区域等の木材産業の
復旧・再開を行う事業者

国
公募・補助

＜事業の流れ＞

１／２
福島県 事業者

事業対象区域（避難指示区域等）の概念図

避難指示区域等を含む福島県12市町村
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、
川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

木材加工流通施設

効果
○ 木材産業の再開による

地元の雇用の場を確保
○ 地元等の復旧に資する
建築部材の供給等に貢献
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