
 
事 務 連 絡 

平成 28年 10月 21日 

 

一般社団法人日本林業協会 会長  殿 

 

林野庁 木材産業課長 

 木材利用課長 

計 画 課長 

研究指導課長 

 

平成 29年度エネルギー対策特別会計予算概算要求における 

木質バイオマス・木材関連予算について 

 

 平素より、森林・林業・木材産業振興施策の推進に当たり多大なる御理解・御協力を

いただき感謝申し上げます。 

 さて、平成 28 年度与党税制改正大綱等において、森林吸収源対策等に係る安定財源

確保についての新たな仕組みの一つとして、地球温暖化対策税を活用することが明記さ

れました。 

これを踏まえ、経済産業省、環境省と協議を進め、平成 29 年度エネルギー対策特別

会計予算概算要求において、木質バイオマスのエネルギー利用や木材のマテリアル利用

の普及に活用可能な予算の充実が図られましたので、別添のとおりお知らせします。 

 なお、これら予算につきましては、今後、財政当局との折衝を経て、平成 29 年度予

算案として編成されるものですが、来年度に向けて、これら事業の積極的な活用に向け

たご検討や、貴団体の会員の皆様等に対する幅広い周知を行って頂きますようお願い申

し上げます。 

 
【担 当】 

（全体に関するお問い合わせ） 

林野庁 計画課 企画班 宮脇 

電 話：03-3501-3842（直通） 

Email：shigeru_miyawaki830@maff.go.jp 

 

（各事業に関するお問い合わせ） 

＜１.省エネ性能に優れた住宅・建築物への木材利用＞ 

木材産業課 木材製品技術室 藤澤・佐々木 

電 話：（直通）03-6744-2294 

Email：masashi_fujisawa360@maff.go.jp 

＜２．木材のマテリアル利用に向けた研究開発＞ 

研究指導課 技術指導班 安藤 

電 話： 03-3501-5025（直通） 

Email：kenichi_ando920@maff.go.jp 

＜３．木質バイオマスのエネルギー利用＞ 

木材利用課 企画調整班 吉本 

電 話： 03-6744-2120（直通） 

Email：masaaki_yoshimoto420@maff.go.jp 

＜４．木材利用を通じた CO2排出削減に関する普及・啓発＞ 

研究指導課 普及教育班 中島 

電 話： 03-3502-5721（直通） 

Email：tomonaga_nakashim970@maff.go.jp 
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分野 所管 事業名 事業実施主体
予算額 29年度当初概算要求に

おける新規・拡充事項 備考
29年度 28年度

１．省エネ性能
に優れた住
宅・建築物へ
の⽊材利⽤

経産省 ①省エネルギー投資促進に向け
た⽀援補助⾦
上記事業のうち、⽊材関連事業は
以下の3事業
a.ネット・ゼロ・エネルギー・ハ

ウス（ZEH）⽀援事業
b.ネット・ゼロ・エネルギー・ビ

ル（ZEB）実証事業
c.住宅省エネリノベーション促進

事業

建築主等(a,b)
（aについは、ハウ
スメーカー・⼯務店
等による⼿続代⾏が
可能）

住宅の所有者、管
理組合等の代表者
等(c)
（リフォーム事業者
等による⼿続代⾏が
可能）

29当初概算要求：
約150億円（a〜ｃ）

28補正：
100億円（a）

28当初：
110億円（a、b）

27補正：
100億円（c）

(1) ①及び②の事業において、
ＺＥＢ（ゼロ・エネル
ギー・ビル）の実証事業の
採択対象に、「ＣＬＴ（直
交集成板）」を⽤いた建物
を新たに追加。

(2) ①の事業において、ＺＥ
Ｈ（ゼロ・エネルギー・ハ
ウス）の案件採択の加点項
⽬に、⽊材を使⽤している
ことを新たに追加。

(3) ①の事業で⾏う住宅省エ
ネリノベーション事業にお
いて、⽊製サッシ等の⽊質
⾼性能建材の登録・利⽤の
促進を実施。

○ ①の事業について、
28年度までは、事業
名欄に⽰すa〜cの事
業を当初予算、補正
予算で実施していた
が、29年度より、⽊
質関連予算ではない
⼀般的な省エネ補助
⾦事業（28当初：
515億円、27補正：
442億円）を加えて
⼤括り化。

環境省 ②業務⽤施設等における省CO2
促進事業

⺠間事業者、
地⽅公共団体等

29当初概算要求：
80億円

28当初：
55億円

環境省 ③賃貸住宅における省CO2促進
モデル事業

賃貸住宅を建築・
管理する者

29当初概算要求：
45億円

28当初：
20億円

○ 案件採択の加点項⽬に、
⽊材を使⽤していることを
新たに追加。

環境省 ④⽊材利⽤による業務⽤施設の
断熱性能効果検証事業

【新規事業】

CLT等建築物を建
築、施⼯する者

29当初概算要求：
20億円

－ ○ CLT等の⽊質部材を⽤い
た建築物の省エネ・省CO2
効果の定量的評価を⾏うた
めに必要な建築物の設計費、
⼯事費、設備費、省CO2効
果等の定量的評価に係る計
測費等の⼀部を補助する事
業を新設。

２．⽊材のマテ
リアル利⽤に
向けた研究開
発

経産省 ⑤⾼機能なリグノセルロースナ
ノファイバーの⼀貫製造プロ
セスと部材化技術の開発事業

⼤学、公設試等、
⺠間企業等

29当初概算要求：
6.5億円

28当初：
4.2億円

○ ⑤の事業において、
CNF製造の⾼効率化を促進
するため、原材料である⽊
質バイオマスについて、樹
種、地域分布、部位等を踏
まえ、ＣＮＦ原材料として
の⾼度利⽤技術の開発を新
たに追加。

環境省 ⑥セルロースナノファイバー
（CNF)等の次世代素材活⽤推
進事業

⺠間団体等 29当初概算要求：
44億円

28当初：
33億円

H29年度エネルギー対策特別会計予算概算要求における⽊質バイオマス・⽊材関連予算
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別 添



分野 所管 事業名 事業実施主体
予算額 29年度当初概算要求に

おける新規・拡充事項 備考
29年度 28年度

３．⽊質バイオ
マスのエネル
ギー利⽤

環境省 ⑦再⽣可能エネルギー電気・熱
⾃⽴的普及促進事業

地⽅公共団体、⺠
間事業者等
（⺠間事業者への補
助は、基本的に経産
省が実施するが、系
統連系されていない
離島における⺠間事
業者への補助は環境
省が実施）

29当初概算要求：
75億円

28当初：
60億円

○ ⑦の事業において、バイ
オマス熱供給設備等を活⽤
し、地域への⾯的な熱供給
を⾏う導管等の設備導⼊を
新たに⽀援。

経産省 ⑧再⽣可能エネルギーの導⼊促
進のための設備導⼊⽀援事業
費補助⾦

⺠間事業者 29当初概算要求：
55億円

28当初：
48.5億円

経産省 ⑨地域で⾃⽴したバイオマスエ
ネルギーの活⽤モデルを確⽴
するための実証事業

⺠間企業等 29当初概算要求：
20.6億円

28当初：
10.5億円

○ ⑨の事業において、平成
27年度から実施中の事業可
能性調査をクリアしたもの
について、⽊質バイオマス
エネルギー利⽤の実証事業
を今年度後半から開始予定。

環境省 ➉⽊質バイオマス資源の持続的
活⽤による再⽣可能エネル
ギー導⼊計画策定事業

地⽅公共団体 29当初概算要求：
8億円

28当初：
4億円

経産省 ⑪地域の特性を活かした地産池
消型エネルギーシステムの構
築⽀援事業費補助⾦

⺠間事業者等 29当初概算要求：
55億円

28当初：
45億円

環境省 ⑫地域低炭素投資促進ファンド
事業

⺠間団体等 29当初概算要求：
80億円

28当初：
60億円

４．⽊材利⽤を
通じたCO2 排
出削減に関す
る普及・啓発

環境省 ⑬地球温暖化対策の推進・国⺠
運動「COOL CHOICE」強化
事業

⺠間団体等 29当初概算要求：
20億円

28当初：
17億円

○ 改正温暖化対策法に基づ
き環境省が旗振り役となっ
て政府全体で推進する国⺠
運動（COOL CHOICE）の
中で、新たに、省エネ性能
に優れた⽊材利⽤や⽊質バ
イオマスのエネルギー利⽤
などを通じたCO2排出削減
に関する普及・啓発を推進。

○ 28年度当初予算に
は、⽊材・⽊質バイ
オマス関係の取組は
含まない

２

H29年度エネルギー対策特別会計予算概算要求における⽊質バイオマス・⽊材関連予算
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【参考】 

平成２８年度税制改正大綱（抜粋） 
平成２７年１２月１６日 

自 由 民 主 党 ・ 公 明 党 

 

第一 平成 28 年度税制改正の基本的考え方 

 

７ 森林吸収源対策 

2020 年度及び 2020 年以降の温室効果ガス削減目標の達成に向

けて、森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する安定的

な財源の確保についての新たな仕組みとして、以下の措置を講ずる。 

 

(1) エネルギー起源 CO2 の排出抑制のための木質バイオマスの

エネルギー利用や木材のマテリアル利用を普及していくこと

は、森林吸収源対策の推進にも寄与することから、地球温暖化

対策のための税について、その本格的な普及に向けたモデル事

業や技術開発、調査への活用の充実を図ることとし、経済産業

省、環境省、林野庁の３省庁は連携して取り組む。 

 

(2) 森林整備や木材利用を推進することは、地球温暖化防止の

みならず、国土の保全や地方創生、快適な生活環境の創出など

につながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるもの

である。しかしながら、森林現場には、森林所有者の特定困難

や境界の不明、担い手の不足といった、林業・山村の疲弊によ

り長年にわたり積み重ねられてきた根本的な課題があり、こう

した課題を克服する必要がある。 

このため、森林整備等に関する市町村の役割の強化や、地域

の森林・林業を支える人材の育成確保策について必要な施策を

講じた上で、市町村が主体となった森林・林業施策を推進する

こととし、これに必要な財源として、都市・地方を通じて国民

に等しく負担を求め、市町村による継続的かつ安定的な森林整

備等の財源に充てる税制（森林環境税（仮称））等の新たな仕

組みを検討する。その時期については、適切に判断する。  
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