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国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案参照条文
国有林野事業特別会計法（昭和二十二年法律第三十八号）（抄）

国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の 維持増進を基本としつつ企業的に運営し、その健全な発達に資するため、特別会計を設置し

二

一

次項各 号に掲げる事業に係る第五項第一 号又は第二号に 掲げる事業で国が 施行するものの管 理

治山事業で都道府 県又は都道府県知事が施行するものに係る 国の補助金又は 負担金（ 以下「補助金等」という。）の交付

治山事業で国が施行するもの （以下「直轄治 山事業」という。）

一

地すべ り等防 止法（昭和三十三 年法律第三十号）第五十 一条第一 項第二 号に規定 する地す べり地域 又はぼ た山に関 して 同法第三条又は第 四条

森林法（昭和二十 六年法律第二百四十九号）第四十一条に規定する保安施設事業

前号の事 業の施行のみでは 再度災害 の防止に十分な 効果が期待でき ないと認 められるた め、これと合併 して 行う 新設又 は改良に 関する事 業そ

担法（昭和二十 六年法律第九十七 号）の規定の適用を受ける災害復旧事業

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措 置に関する法律（昭和二十五年法律第百六十九号）又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負

次の各号に掲げる事業は、前項の規定にかかわらず 、治山事 業に含まれないものとする。

の規定 によつて 指定さ れた地すべ り防止区域又はぼた山崩壊防止区域にお ける地す べり防止工事又は ぼた山崩壊防止工事に関する事 業

二

する費 用の一部を国が 負担し、又は補助するものをいう 。

前項第一号及び第二号の治山事 業とは、次の各 号に掲げ る事業で 、国が 施行するもの及び都道府県又は都道 府県知事が施行 し、かつ 、これに要

三

この会計においては、前項の事業に係る 経理のほ か、次の事項に関する経理を行うものとする。

理経営の事業及びその 附帯業務をいう。

こ の法律にお いて 、国有林野事業とは 、国有 林野の管 理経営に 関する 法律（昭和二十六年 法律第二百四十 六号）第 二条に規定する 国有林野の管

、一般会計 と区分 して 経理する。

第一条
②
③

④

⑤
一
二

この会計は、農 林水産 大臣が、法令の定 めるとこ ろに従い、これを管理す る。

の 他同号の 事業以外の事業であつて 、再度災害を防 止するため 、土砂の崩壊等の危険な 状況に 対処して 特に緊急に施行すべきも の
第二条

この会計は、国有林野事業勘定及び治山勘定に区分する。

国有 林野事業勘定にお いては 、従来の国有林野（北海道における 国有林野を含む 。）の事 業に属する土地 、森林、 原野、建物、工作物、機

第二条の二
第三条

械 その他の 設備、貯 蔵物品等の資産 及び将来この勘定 に所属する資産 の金額を 以て資 本とする。
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国有 林野事業勘 定にお いては、国有林野事業の 経営成績 及び財政 状態を 明らかにするため 、財産の 増減及び異動を 、その発生の事実に基い

国有 林野事業勘定に属する資産 及び負債 については、政令の定めるとこ ろに従い、その内 容を明ら かにしな ければならない。

て計 理する 。

第四条
②

国有 林野事業勘定にお いて 、事業施設 費を支弁するため必要が あるときは、こ の勘定の負担にお いて 、公債を発行 し又は借入金をなすこ と

前 項の規定に よる公 債及び借 入金の限 度額に ついては 、予算を 以て 、 国会の議 決を経なければならない。

ができる。

第五条
②

国有 林野事 業勘定に おいて 、 運転資 金に 充て るため必 要があ るときは 、この勘 定の負 担において 、一時 借入金を な し又は 融 通証 券を発行す

前項に規定する一時借入金及び融通証券は、当該年度内にこ れを償還しなければならない。ただし、歳入不足の ため償還するこ とができないと

ることができる。

第 六条
②

前項ただし書の規定に よる借入金及び融 通証券は、一年 以内に償還しな ければならない。

きは 、その 償還することがで きない金額を限 り、この勘定の 負担において 、借 入金をし、又は融 通証券を発行することができる 。
③

第 一項の規定による 一時借 入金及び 融通証券の限度額について は、予算を以て 、国会の議決を 経なけれ ばならな い。

国有林野事業勘定の負担に属する公債 及び借入金の償還金及び利 子、第 六条第二項ただし書の規定による融通証券の償還金、一時借 入金及

前二条に規定する公債、借 入金、一時借入金及び融通証券の起債、償還等に関する事 務は、財務大臣がこれを行う。

④
第七条
第八条

び融通証券の利子並びに公債 及び融 通証券の 発行及び償還に 関する諸 費の支出に必要な金額は、毎会計 年度、こ れを国債 整理基金特別会計に繰り
入れなければならない。

次に掲げる経費の額に相当する 金額は、予算の範囲内にお いて 、一般会計 から国有 林野事業勘定に 繰り入れるものとする。

国有林野（国有林野の管理経営に関する法律第二条に規定する国有林野をいう。以下この条において同じ。）のうち森林法第二十五条第一項

第八条の二
一

又は第 二項の規 定によ り保安林 として指定され た森林その 他の公益的機能 が高い森 林（次 号において 「公益 林」と いう。）における 松くい 虫の
駆 除又はそのまん延の防止、標識の設 置その 他の森林保全に要する経費で 政令で定めるもの

前号に掲げるもののほか、国有林野における森林法第二十五条第一項又は第二項の規定による保安 林の指定のための調査に要する 経費その他

三

国有林 野を利 用 して 行う 森 林及 び林業に 関する 知 識の普 及並びに 林業 技術 の指導に要する経 費で 政令で定 め るもの

森林法第七条の二第一項の規定に基づく森 林計画の作成に要する経費

二

四

国有 林野の管 理経営 上重要な 林道の 開設に要する経費その他の 国有林野事業に係 る事業 施設費で 政令で定 めるもの

の公益 林の管理に関する事務に要する経 費で 政令で定める もの

五
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第八条の三

治山勘定においては、次条第一項の規定に よる一般会計からの繰入金、直轄治山事 業に係る 地方公 共団体の 負担金及び附属雑収入をも

つてその 歳入とし、直轄治 山事業に 関する 費用、補助金等、同条第 二項の規 定による 国有林野事業勘定 への繰入金で第 一条第三 項第三 号の事業に
関する事務取扱費の額に相当するもの及び附属諸費をも つてその歳 出とする。

直轄治 山事業 に関する 費用で 国 庫が負 担するもの 、補助 金等及び第一条第 三項第 三 号の事 業に関す る事 務 取扱費の 額に相当 する金額 は

直轄治山事業及び第一条第 三項第 三号の事 業に関する事務取扱費は、国有林野事業勘定において支弁するもの とし、当該事務取扱費の額 に相当

、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、一般会計から治山勘定に繰り入れるものとする。

第 八条の四
②

農林水産大臣は 、毎会計年度、この会計の歳入歳出の予定計算書 、繰越 明許費要求書及び 国庫債務負担行為 要求書を作製し、これを財務大

する金額は 、予算の範囲内において 、治山勘 定から国有林野事業勘定に繰り入れるものとする 。
第九条

この会計の歳入歳出予算は、国有林野事 業勘定 及び治山勘 定に区 分し、各勘定にお いて 、歳入にあ つては、その性質に従つて 款及び項に、

臣に送付しなければならない。
第十条

この 会計の 国庫債務負担行為 は、国有林野事 業勘定及び治山勘定の区分に従い、事項ご とに、その必要の 理由を 明らかに し、かつ 、こ

歳出にあつては、その 目的に従つて項に区分する。
第十条の二

れをする年度 及び債務負担の 限度額を 明らかに し、ま た、必要に 応じ、これに基 づいて支 出をす べき年度 、年限又は年割額を示さ なければな らな
い。

内 閣は、毎会計年度 、この会計の予算 を作成 し、一般 会計の予算とともに、これを国会に提出しなければならな い。

五

四

三

二

一

国庫債 務 負担行為で 翌年 度以降に わたるも のにつ いての前年 度まで の支出額 及び支出額の見込、当該 年度以降の支出予定額並 びに数会計 年度

前年度及び当該年度の治山勘定の事業計画表

前前年度の治 山勘定の事業実績 表

前年度及び当該年度の国有林野事業勘定の 予定損益計算書及び予定 貸借対照表

前前年度の 国有林野事業勘定の損益計算書 、貸借対照 表及び財産目録

歳入歳出の予定計算書 、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書

前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。

第十一条
②

六

に わたる事業に伴うものに ついては その全体の計画その他事 業等の進 行状況の調書
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第十一条の二

治山勘定の予備 費は、当該年度の 予見し難い必要に基づく 経費の 財源に充てるための特別の 収入その 他政令で定める 収入の収納済額

に相当する額を限度 として 、 使用す るこ とができる。

国有 林野事業勘定に おいて 、 毎会計年 度の損益計算上利 益を生 じたときは、次項の規定 により繰 り越した損失を その利益 の額をもつてう

国有林野事業勘定にお いて 、毎 会計年度の損益計算上損失 を生じたときは 、利益積立金の 額からその損失の 額に相当する額 を減額して 、これ を

め、なお残余があるときは、政令で定 めるとこ ろによ り、これ を利益積立金及び特別積立金に組み入れて 整理するものとする。

第十二条
②

整理するものとする。ただし、その損失の額が利益積立金の額を超 過する ときはその超過額 を、利益積立金がないときはその損失の額 を、それぞ
れ損 失の繰越 しとして 整理す るものとする。

国有林 野事業 勘定にお いて 、毎 会計年 度、前年度 からの 持越現金 （特別積 立金引当 資 金に 属するも のを除く 。）の うち歳 出の 財源に 充て

農 林水産大 臣は、歳 入歳 出予定計算 書と同一の区分に より、こ の会計 の歳入歳 出決定計 算書を 作製し、これを財 務大臣に送付しな ければ

前項の 規定によ り特別 積立金引 当資金を 使用したときは、 特別積立金の額 からその 使用した額に相当する額 を減額 して 整理す るもの とする。

合に 限り、予算の定めるとこ ろにより、使用す るこ とができる 。

特別積立金引当資 金は、林 業の振興のために 必要な 経費その他の経費の財源に 充てるものとして 国有林野事業勘 定から 一般会計に 繰り入れ る場

み入れなければならない。

相当する金額から特別積立金引当資 金の残高に相当する金額を控除した金額に達するまでの金額を、当該年度末までに、特別積立金引当資 金に組

るこ とがで き る金額（ 前年度から繰り越 された歳 出予算 の財源に 充てる べき金額 を除く。 ）があ るときは、 当該金額 のうち 、特別積 立金の 残 高に

第十三条

②
③
第十四条
ならない。

内 閣は、毎会計年度この会計の歳入歳 出決算 を作成し、一般会計の歳 入歳出決算 とともに、これを国会に 提出しなければならない。

三

二

一

債務に関する計算書

当該年度の治山勘定の事 業実績表

当該年度の 国有林野事業勘定の損益計算書 、貸借対照 表及び財産目録

歳入歳出決定計算書

前項の歳入歳出決算には、左の書類を添 附しなければならない。

第十五条
②

四

国有林野事 業勘定に おいて 、支払義務の生じ た歳出金で 、当該年度内 に支出済 とならな かつたものに係 る歳出予算は、これを翌年 度に繰

前項の規定に よる繰越は、財 政法第四十三条の規定にかかわらず 、財務大臣の承 認を経ることを 要しない。

り越 して 使 用するこ とができ る。

第十六条
②

- 4 -

③

治山勘定に おいて 、 毎会計年 度の歳 入歳出の 決算上剰 余金を生じたときは、こ れを当該勘定の翌 年度の 歳入に繰 り入れるものとする

農 林水産 大臣は、第 一項の規定による繰越をなしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

第十六条の二
。

この会計 において、支払 上現金に 余裕が あるときは 、これを財政融資資金に 預託することができる。

特別積立金引 当資金に属する 現金は、財政融資資金に 預託して 運用す るこ とができる。

第十七条
②

国有林野事業勘定 において 、運転資金に充てるため 必要があるときは 、農林水産大臣は、財務大臣の 承認を経て 、第六条第一項の規定に よる一

国有林野事業の運 営に妨げ のない限り、国有 林野事 業勘定の 負担にお いて 、一般の委託により、森林の管理経営、木材の加工若 しくは林

前項の規定に より繰替使用を した金額は、当該年度内に 、これを 特別積立金引当資金に返還しな ければな らない。

時借入金の借入又は融通証券の発行に代え、特別積立金引当資金に属する現金の繰替使用をすることができる。

③
④
第十八条

則

この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

業に関する機械施設の工作又は林業に関する試験、検査及び調査をなすことができる。
第十九条
附

国有 林野事業勘定にお いては 、当分の 間、この 勘定の負担において 、保安林整備 臨時措置法（昭和二十九 年法律第 八十四 号）第二条の規定

前項の規 定による買入及び その買入に係る森 林等についての治山に関する事 業に要する 経費の 財源に不足するときに限り、予算の定める ところ

い入れることができる。

に よる保安 林整備計画に基き 、同法第四条に規定する森林等（同法第 六条に規定する森林の土地の上の 権利及び立木竹を含む。 以下同じ 。）を買

第五条

②

国有林野事 業勘定 において 、事業施設費以外の事業費を支弁するため 必要があるときは、当分の間、こ の勘定 の負担にお いて 、借 入金

により、一般会計は 、国有林野事業勘定に繰入金をすることができる。
第五条の二
②

第 一項に規定する借 入金及び融通証券の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならな い。但し、その 限度額は 、国有林野事

前項に規定する借入金及び融通証券は、一年内にこれを償還しなければならない。

をな し又は融通証券を発行することができる。
③
④

第一項に規定する融 通証券の 償還金の支 出に 必要な金額は、毎会計年度 、これを 国債整理基金特別会計に 繰り入れなけれ ばならない。

第一項に規定する借入金及び融通証券の 起債、償還等に関する事 務は、財 務大臣が 、これを 行う。

業勘 定の資産 に属する 製品の 当該年度 末現在に おける 在庫見込額 から前 年度末現 在における在庫額を控除 して 得た 金額を超えては ならない。
⑤
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⑥

第 三項の規定の適用については、昭和三十五 年度に 限り、同項中「前年度末 現在にお ける在庫額」とあるのは、「この勘定設置の際この勘定の

前項第一号の規定に より資金を使用したときは、その使 用した額 に相当する額を 特別積立 金から利益積立 金に組み 替えて 整理するものとし、同

に 充て る もの として 国有林 野事業勘 定 から一般 会計 に 繰り入 れる 場合 に 、予算の定 め る ところ に より 、使用するこ とが で きる。

資金は、前号に定 めるところによるほか、同号に定める使用を妨げない範囲内において、林業の振興のために必要な 経費その 他の経費の財源

から独立行政法人緑資 源機構に出資する 場合に、予算の定 めるところによ り、使用するこ とができる。

資 金は 、独立 行政法人 緑資源機 構法（ 平成十 四年法律第 百三十 号 ）第十一 条第一 項第 六号の業務の 財源に 充てるも の として 国有林 野事業勘定

特別積立金引当資 金（以下「資金」という。）の使用については、当分の間、第十三条第二項の規定に かかわらず、次に定めるところ

資産に組み入れられた製品の額」と読み替えるものとする。

二

一

による。

第五条の三

②

昭和二十一年度における一般会計歳 出予算中国有林野事業に係るもので、年度内に契約をなし、昭和二十二年 四月三十日までに支出を終わ

項第 二号の規 定により資金を使 用したときは、その整理について は、第 十三条第 三項の規 定を準 用する。
第六条

治 山治水緊急措置法の一部を改正する法律（昭和四十年法律第三号）による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治山事業十箇年

らなかつた経費の金額 について は、これ をこの 会計に繰 り越 して 使 用するこ とが出来る。
第七条

計画に係る直轄治 山事 業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する

費用について 国が交付の決定 をした補助金等の 交付（ 昭和三十九 年度以前の年度のこの会計の予算で 昭和 四十年度 以後の 年度に繰 り越したも のに

よ り施行する直轄治山事業又は当該 繰り越した予算に よる補助金等の 交付を含む。）は、それぞれ第一条第三項第一号に規定する直轄治 山事業又

治山治水緊急措置法の一部を 改正する法律（昭和四十三年法律第六十五 号）に よる改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治山事業

は同項第二号に規定する 補助金等の交付に含まれるものとする。
第八条

五箇年計 画に係る 直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の 治山事 業で都道府 県若しくは都道 府県知事が施行するものに

要する 費用につ いて 国が既に交 付の決定 をした 補助金等の 交付（昭和四十二年度以前の年度のこの 会計の予算で 昭和 四十三 年度以後の 年度に 繰り

越したものにより施行する直轄治山事 業又は当該繰り越した予算による 補助金等の交付を含む。）は、それぞれ第 一条第三項第一 号に規定する直

治山治水緊急措置法の 一部を 改正する法律（昭和四十七年法律第三十五 号）による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治 山事業

轄治山事業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるもの とする。
第九条

五 箇年計画に係る直轄治山事 業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の 治山事業で 都道府 県若しくは都道府 県知事が施行するものに

要する費用について国が既に交付の決定を した補助金等の交付（昭和四十六年度以前の年度のこの会計の予算で昭和 四十七年度以後の年度に繰り
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越したものに より施行する直轄治山事業又は当該繰り越 した予算による 補助金等の交付を含む。）は、それ ぞれ第一条第三項第一号に規定する直

治山治水緊急措 置法の 一部を改正する法律（昭和五十二年法律第 八号）に よる改正前の治 山治水緊急措置法第三条に規定する治山事業五箇

轄治 山事業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
第十条

年計 画に係る直轄治山事業で 既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治山事 業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要す

る 費用につ いて 国 が既に 交 付の決定 をした 補助金等 の 交付（ 昭和五十 一年度 以 前の年 度のこの 会計の 予 算で 昭和五十二 年度 以後 の年度 に 繰り越 し

たものにより施行する 直轄治山事 業又は当該繰り越した予算による 補助金等の交付を含む。）は、それぞれ第 一条第三項第一 号に規定する直轄治

治山治水緊急措置法の 一部を改正する法律（昭和五十七年法律第 六十二号）による 改正前の治山治水緊急措 置法第三条に規定する治 山事

山事 業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるもの とする 。
第十一条

業五 箇年計画に係る直轄治山事 業で既に 施行したもの又は当該計 画に係る同法第二条の治 山事業で都道府県若しくは都道府 県知事が 施行するもの

に要する費用について国が既に交付の決定を した補助金等の 交付（昭和五十六年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十七年度以後の年度に繰

り越したものにより施行する直轄治 山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の 交付を含む。）は 、それぞれ第一条第三項第一号に規定する

治山治水緊急措 置法及び河川法の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第三十四号）による改正前の治山治水緊急措 置法第三条に規定

直轄治 山事業又は同項第二号に規定する 補助金等の交付に含まれるものとする。
第十二条

する治 山事業五箇年計 画に係る直轄治山事 業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治 山事業で 都道府 県若しくは都道府 県知事が施

行す るものに 要する費 用につ いて 国が 既に交付の決定 をした補助 金等の 交付（昭和六十一年度以前の年度のこの会計の予算で 昭和 六十二年度 以後

の 年度に繰り越したものによ り施行する直轄治山事業又は当該繰り越 した予算による 補助金等の 交付を含む。）は、それ ぞれ第 一条第三項第一号

治山治水緊急措置法の 一部を 改正する法律（平成四年法律第三十三号）による改正前の治 山治水 緊急措置法第三条に規定する治山事

に規定する直轄治 山事業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
第十二条の二

業五箇年計画に係る直轄治 山事業で 既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するもの

に要す る費用に ついて 国が既に 交付の決 定をし た補助金等の交付（ 平成三 年度以前の年度のこの 会計の予算で 平成 四年度以後の年度に 繰り越 した

ものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む 。）は、それぞれ第一条第三項第 一号に規定する直轄治山

治山治水緊急措 置法の 一部を改正する法律（平成 九年法律第四十 号）による改正前の治山治水緊急措置法第 三条に規定する治 山事業

事 業又は同項第二 号に規定する補助金等の 交付に含まれるものとする 。
第十二条の三

五 箇年計画に係る直轄治山事 業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の 治山事業で 都道府 県若しくは都道府 県知事が施行するものに

要する費用について国が既に交付の決定を した補助金等の交付（平成八年度 以前の年度のこ の会計の 予算で 平成九年度以後の 年度に繰り越したも
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のに より施行する直轄治山事業又は当該 繰り越 した予算による補助金等の交付を含む。）は、それぞれ第一条第三項第一号に規定する直轄治 山事
業又は同項第二号に規定する 補助金等の交付に含まれるもの とする。

森林法附則第 六項、独立行政法人緑資源機構法附則第十条の規定による 廃止前の 緑資源公団法（ 昭和三十一年法律第八十五号。以下「旧

前項の規 定により同項に規 定する 貸付けに 関する経 理をこの 会計にお いて 行う場合又は日本電 信電話株式会社の株式の 売払収入の活用に よる社

）に関する経理は 、当 分の間、第 一条の規 定にか かわらず 、この会計にお いて 行うものとす る。

条第一項の 規定に よる無利 子の貸付 けにつ いては、森林法第 四十一条第三項に規定す る保安施設事業に 要する 費用に係 るものに 限る。 以下同じ。

緑資 源公団法」という 。）附則第十一条第一項又は地すべり等 防止法附則第八条第一項の規定に よる無利子の貸付け（旧 緑資源公 団法附則第十一

第十三条

②

会資本の整備の促進に関する 特別措 置法（昭和六十二年法律第八十六号）第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定 からこの

会計に繰入れを行う場合における第八条の 三及び第八条の四第一項の規定の 適用につ いては 、第八条の三中「次条第 一項」とあるのは 「次条第 一

項又は附則第十六条第二項」と、「一般 会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの 繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用

による社会資本の整備の促進に関する特別措 置法（昭和六十二年法律第 八十六号）第七条第五項又は第 六項の規定による産業投資特別会計社会資

本整備勘定からの 繰入金」と、「負担金」とあるのは「負担 金、森 林法附則第六項、独立行政法人緑資 源機構法（平成 十四年法律第百三十号） 附

則第十条の規定による 廃止前の 緑資源公 団法（ 昭和三十一年法律第 八十五 号）附則第十一条第一項又は地す べり等防止法（ 昭和三十三年法律第三

十号）附則第八条第一項の規定による無利子の 貸付金の償還金 」と、「同条第二項」とあるのは 「森林法 附則第六項又は 地すべり等防止法 附則第

八条第一項の規定による無利子の貸付金、次条第二項」と、「相当するもの」とあるのは「相当するもの、附則第十四条、第十五条、第十六条第

一項又は第十七条の規定による産 業投資特別会計 社会資本 整備勘定への繰入金」と、第八条の四第一項中「金額」とあるのは 「金額（日本電 信電

話株 式会社の株式の売払収入の活用に よる社会資本の 整備の促進に関する特別措 置法第七条第六項の規定により産 業投資 特別会計 社会資本整備勘

森 林法附則第 六項、旧緑資源公団法附則第十一条第一項又は地すべり等防止法附則第八条第一項の規定に よる無利子の貸付金の償還（返

定 から繰り入れられる金額を除く。）」とする。
第十四条

還を含む。 以下この 条において 同じ 。）を受 けた場合において は、当該 償還の 日の属す る年度に 、当該 貸付金の 償還金（ 返還金を含む。）に相当

日本電信電 話株式会社の株式の売払 収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別

する金額 を治山勘定から産 業投資特別会計 社会資本 整備勘定に繰り入れるものとする 。
第十五条

会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が 、当該年度における森林法 附則第六項、旧 緑資源公 団法附則第十一条第一項又は地す べり等 防止法 附則

第八条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は 、翌年度において日本電 信電話株式

会社の株式の 売払収入の活用による社会資本の 整備の 促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資 特別会計社会資本整備勘定 から

の 繰入金額 から減額 し、なお 残余があるときは、翌々年度までに治山勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活 用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第 六項の規定によ り産業投資特別

前項の規定により繰入れを 行う場合においては、当該繰入金に相当する金額 を、一般会計から治山勘定に繰り入れるものとする。

金額を 、予算で 定める ところに より、治 山勘定 から産業 投資特別会計社会資本整備勘定に繰 り入れるものとする。

に、当該 繰入金に 相当する 金額（次 条の規 定により繰入れを 行つた 場合にお いては、当該繰入金に相当する金額を控除 した金額 ）に達 するまで の

会計 社会資本整備勘定から治 山勘定 に繰入れ を行つた 場合においては、当該繰入金を治 山勘定に 繰り入れた会計 年度及びこれに続く五箇年度以内

第十六条

②

日本電 信電話株式会社の株式の 売払収入の活用による社会資本の整備の 促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資 特別

財政法（昭和二十二年法律第三十四号）（抄）

会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

による産業投資特別会計社会資本整備勘定 からの 繰入金額から減額 し、なお 残余があるときは、翌々年度まで に治山勘定から産業投資 特別会計社

した費用（当該年 度において 国が負担した費 用に限る 。）を超過する 場合にお いては 、当該超 過額に相当する金額は、翌 年度に おいて 同項の規定

会計 社会資本 整備勘定 からの 繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつて 治山勘定において経理さ れるものの当該年度において要

第十七条

◎

各省各 庁の長は、第十 四条の三第一項又は前条但書の規定による繰越を必要とするときは 、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事

国有林野の管理経営に関する法律（昭和二十六年法律第二 百四十 六号）（抄）

いては、同条第三 項の規定 による通知は、これを必 要としな い。

第二項の 規定に より繰越 をしたときは、当該経費に ついて は、第三 十一条第 一項の規定による予算の 配賦が あつたものとみなす。この 場合にお

ない。

各省各庁の長は、前項の規定 による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を 明らかに して 、財務大臣及び会計 検査院 に通知しな ければなら

できる。

前項の承 認があつ たときは 、当該 経費に係 る歳出予算は、その承認が あつた 金額の範囲内にお いて 、これを翌 年度に繰 り越して 使用するこ とが

由及び 金額を明ら かに して 、財務 大臣の承 認を経なければならない 。

第 四十三条
②
③
④

◎

国の 所有に属する森 林原野で あつて 、国にお いて森林経営の用に供し、又は供す るもの と決定し、国有財産法第 三条第二 項第四号の企業用財

この 法律に おいて「 国有林野 」とは 、次に掲げるもの をいう 。

（定義）
第二条
一
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◎

二

産となつているもの

国の所有に属する森林原野であつて、国 民の福祉のための考慮に基 づき森 林経営の 用に供さ れなくなり、国有財産法第三条第三項の 普通財産
となつて いるもの（同法第 四条第二項の所管換又は同条第三項の所属替をされたものを除く。）

森林法（昭和二十六年法律第二 百四十九 号）（抄）

（略）

（全国森林計 画等）
第 四条
（略）

農 林水産 大臣は、全 国森林計画に掲げる森林の整備 及び保全の目標の計画的 かつ着実な達成に資するため、全国森林計 画の作成 と併せて 、五年

２～４
５

ごとに、森 林整備保全事業（造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の 造成及び維持に必要な事業で政令で定める 者が実
（略）

施するものをいう 。以下同じ。）に 関する計画（以下「森林整備保全事業計 画」という。）をたてなければな らない。
６～
（国有林の 地域別の森林計 画）

森林管理局長は、全 国森林計 画に即 して 、森 林計 画区 別に、その管 理経営する国有林で 当該森林計画区に係るも の（その 自然的経済的

一

公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の 整備に関する事項

第五条第二項第一 号から第 四号の二まで、第五号及び第六号から第 八号まで に掲げる事項

前項の森林計 画にお いては、次に掲げ る事項 を定めるものとする 。

き 、五年ご とに、その計画を たてる 年の翌年 四月一日 以降十年を一期とする森 林計画をたてなければな らない。

社会的諸条件及びその周辺の 地域にお ける土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で ないと認められる国有林を除く。）につ

第七条の二

２
二

第 四条第三 項及び第 五条第 四項の規 定は、第 一項の森 林計画に ついて 準用する 。

森林施業の合理化に関する事項

３

第六条第 一項及び第二項の規定は 、第一項の規定に より森 林管理局長が森林計画を たてる場合に準用する。

三
４

森林管 理局長は 、前項において 準用する第六条第 一項の縦覧期間 満了後、当該森林計画の 案について 、関係 都道府 県知事及び関係市 町村長の意

森 林管理局長は、第一項の森林計 画をたて、又はこ れを変更したときは、遅滞なく、これを公 表する とともに 、関係都道府県知事及び関係市町

見を聴かなければならない。

５
６

村 長に通知 しなけれ ばならな い。こ の場合に おいては 、第四項において準用す る第六条第二項の 規定に より申立てがあつ た意見の要旨及び当該意
見の処理の結果を併せて 公表しな ければならない。
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11

（指定）

農林水産大臣は、次の各号（指定しようとする森林が民有林で ある場合にあつて は、第一 号から第 三号まで ）に掲げる目的 を達成する

九

八

七

六

五

四

三

二

一

公衆の保健

航行の 目標の 保存

魚つき

火災の防備

なだれ又は落石の危険の防止

風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備

飛砂の防備

土砂の崩壊の防備

土砂の 流出の 防備

水源のかん養

名所又は旧跡の風致の 保存

農林水産大臣は 、第一項又は第二項の指定をしようとするときは 、林政審議会に諮 問することがで きる。

ない。

農 林水産 大臣は、第 一項第十号又は第十一号に掲げる目的を達成する ため前二項の指定 をしようとする ときは、環境大臣に協議 しなければなら

て指定することができる。

前項但書の規定 にかかわらず、農 林水産 大臣は、 特別の必 要があ ると認めるときは 、海岸管 理者に協 議 して 海岸保全 区域内の 森林を 保安林と し

十一

十

境保全地域については、指定することがで きない。

条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法（昭和四十七年法律第八十五号）第十四条第一項の規定により指定される 原生自然環

流域で 農林水産大臣が 指定す るものを いう。以下同じ 。）内に 存するも のに限る。）を 保安林と して指定するこ とができ る。ただ し、海岸 法第三

ため必要がある ときは 、森林（ 民有林にあつて は、重要流域（二以上の都 府県の区域にわたる流域 その他の 国土保全 上又は 国民経済 上特に重 要な

第二十五条

２
３
４
（指定）

農林水産大臣は、第二十五条第 一項第一 号から第七号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森 林の造成若しくは

農林水産 大臣は 、民有林又は国の 所有に 属さない 原野その 他の土 地について、第二十五条第 一項第四号から第七号までに掲げ る目的 を達成する

定することができる。

維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指

第 四十一条

２

ため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
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３

４

農 林水産 大臣は、第 一項の事業（以下「保安 施設事 業」という。）を都道府 県が行う 必要があると認めて都道府 県知事 から申請があつた 場合に

おいて 、その申請を 相当と認 めるときは、その事業を 行うの に必要な限度にお いて森林又は 原野 その他の土地を 保安施設 地区と して指定 するこ と
ができる。

第 二十五条第一項但 書及び第二項の 規定は、第一項又は前項の 指定を しようとする場合に準用する。こ の場合に おいて 、第二十五条第二項 中「

則

森林を保安 林として 」とあるのは、「森林又は 原野その他の土 地を保安 施設地区として 」と読み 替える ものとする 。
附
（略）

国は、当 分の間 、都道府 県に対し、第四十六条第 二項の規 定によ り国がその費用に ついて 補助するこ とがで きる保安 施設事業で日本電信電話株

１～５
６

式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の 整備の促進に関する特別措 置法（昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法

」と いう。）第二条第 一項第二 号に該当 するも のに要す る費用に 充てる 資 金につ いて 、予算の 範 囲内において 、第 四十 六条 第二項の 規定（こ の規

定に よる国の補助の 割合につ いて 、この規定 と異なる定めを した法令の 規定が ある場合には、当 該異なる定めを した法令の規定 を含む。以下同じ

則

旧 緑資源公団法（昭和三十一年法律第 八十五 号）（抄 ）

（略）

。）により国が補助するこ とができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
７～

◎
附

政府は、公団に対し、前条第一項第一号及び附則第十三条第一項に規定する旧農 用地整備公団法（昭和四十九年法律第四十三号）第十九

（無利子貸付け等）
第十一条

条第 一項の 業務で社 会資本整備特別措 置法第 二条第一項第一号に該当す るもの の業務に 要する費 用に充てる資金の一部並 びに前 条第一項第 二 号及

３

２

地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十 号）（抄）

前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

前項の規定による貸付金の 償還期間は、二十年（五年 以内の据 置期間を含む。）以内とする。

び第三 号の業務に 要する資 金を無利 子で 貸 し付けるこ とがで きる。

◎

（地すべり防止区域の指定）
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18

第三条

主務 大臣は、こ の法律の 目的を達成する ため必 要がある と認める ときは 、関係都 道府県知事の意見 をきいて 、地す べり区域 （地すべ りして

いる区域又は地すべ りするお それの きわめて 大きい区域をいう。以下同じ。）及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを 助長し、

若しくは 誘発し、又は助長 し、若しくは誘 発するお それのき わめて 大きいもの（以下これらを「地すべ り地域 」と総称する。）であつて、公共の
前項の指定は、こ の法律の 目的を達成する ため必要な最小 限度のものでなければな らない。

利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができる。
２

主務大 臣は、第 一項の 指定をす るときは 、主務省令で定めるとこ ろにより、当該地すべり防止区域 を告示す るとともに、その旨を関係都道府 県
地すべり防止区域の指定又は廃止は、前項の告示に よつてその効力を生ずる 。

知事に 通知しなければならない。これを廃止する ときも、同様とする。

３
４
（ぼた山崩壊防止区域の指定）

主務大臣は、こ の法律の目的を達成する ため必 要がある と認める ときは 、関係都 道府県知事の意見をきいて 、ぼた 山の存す る区域で あつて

前条第二項から第四項までの規 定は、前項の指定について準用す る。こ の場合に おいて 、同条第三 項中「当 該地す べり防止区域」とあるの は「

、公 共の利 害に密接な関連を 有する ものをぼ た山崩壊 防止区域として指定するこ とがで きる。

第四条
２

当該ぼた山崩壊防止区域」と、同条第四項中「地すべり防止区域」とあるのは「ぼた山崩壊防止区域」と読み替えるものとする。
（主務大臣等）

地す べり防 止区域又はぼた山崩壊防 止区域の 指定及び管理に ついての 主務大臣は 、次の とおりとする。

砂防法第二条の規定により指定された土地（これに準ずべき土地を含む。）の存する 地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣

第五十一条
一

森林法第二十五条第一項 若しくは第二十五条の二第一項 若しくは第二項（ 同法第 二十五条の 二第一項後段又は第二項 後段に おいて準 用する同

土地改良法（昭和二十 四年法律第百九十五号）第二条第二項に規定する土地改良事業が施行されている地域又は同法の規定により土地改良

前二号に該当しない地す べり地域又はぼ た山のうち、

安施設地区（これに準ずべき森 林又は原野その 他の土地を含む。）の存する地す べり地域又はぼた山に関しては、農林水産 大臣

法第二十五条第二項を除く。）の規定に より指定された保安林（こ れに準ず べき森 林を含む 。）又は 同法第 四十一条の規定に より指定された保

二

三
イ

事業計 画の決定 されて いる地域 （これらの地域に 準ずべき 地域を含 む 。）の存する 地すべり地域又 はぼた山に関して は、農 林水産大臣
イに該 当しない 地すべり地域又は ぼた山に関して は、国土 交通大 臣

地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定は、関係主務大臣が相互に協議してしな ければならない。

ロ
２

こ の法律にお ける主 務省令は 、主務大 臣の発する命令 とする。
則

３
附

（国の無利子貸付け等）
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第八条

国は 、当分の間、都道府県に対 し、第二十九条の規定により国がその費用について負担する地すべり防止工事で日本電信電話株式会社の株

式の 売払収入の活用による社会資本の整備の 促進に関する特別措置法（ 昭和六十二年法律第八十 六号）第二条第 一項第二 号に該当するものに要す

る費用に 充てる資 金について 、予算 の 範囲 内において 、第二 十九条 の規定（この規定 による 国の負担の 割 合に ついて 、この規定 と異な る定めを し

た法令 の規定が ある 場 合には、当該異な る定め をした法 令の規定を含む 。 以下同じ 。）によ り国が 負担する 金額に相当する 金額を無利 子で 貸 し付
２

前項に定めるものの ほか、第 一項の規定による貸付金の償還方 法、償還期限の 繰上げその 他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

前項の 国の貸付金の償還期間は 、五年（二年以内の据置期間を含む。）以内で政令で定める期間とする。

けることができる。
３

国は、第 一項の規定により、都道府県に対 し貸付けを行つた場合には 、当該貸付けの対象である地す べり防止工事に係る第二十九条の規定によ

分収林特別措置法（昭和三十三年法律第五十七号）（抄）

す。

還を行つた場合（政令で定める 場合を除く。）における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の 到来時に行われたものとみな

都道 府県が、第一項の規定に よる貸付 けを受 けた無利子貸付金に ついて 、第二項 及び第三 項の規 定に基づき定められる償還期限を繰 り上げて償

る 国の負担 については、当該 貸付金の償還時 において 、当該 貸付金の 償還金に 相当す る金額を 交付するこ とによ り行うものとす る。

４
５

◎

この 法律で「分収造林契約」とは、一定の土地について の造林に 関し、その土地の所有者（以下 「造林地 所有者」という 。）、造林地所有

（定義）
第二条

者 以外の者で その 土地について 造林を行うもの（以下 「造林 者」という。）並 びに造 林地所有者及び造 林者以外の者で その造林に要する 費用の全

部若しくは一部を負担するもの（以下「造林費負担者」という。）の三者又は造林地所有者、造林者及び造林費負担 者のうちのいずれ か二者が当

事者となつて 締結する契約（国有林野の 管理経営に関する法律（ 昭和二 十六年法 律第二百四十六号）第九条の契約を 除く。）で 、その契約条項中

造林費負担者を当事者とする契 約においては、造林費負担者は、造林者（造林者を契約当事 者としない場合にあつて は、造林地所有 者）に対

から当該権利 の設定 を受けて これらの 行為を 行う義務 ）を負うこ と。

造林地所有者を契約当事 者とせず 、かつ、造林者がその土 地につきこれを 造林の目的に使 用する権利 を有しない場合にあつて は、造林地所有者

造林者を当事 者とする契約にお いては 、造林者は 、その 土地に一定の樹木 を植栽 し、並びにその植 栽に係 る樹木の 保育及び管理を 行う義務（

務）を負うこと。

義務（造林者を契約当事者としない場合にあつては、自らその土地に一定の樹木を植栽し、並びにその植栽に係る 樹木の保育及び管 理を行う義

造林地所有者を当事者 とする契 約にお いては、 造林地所有者は 、造林者のために その土 地につきこ れを造 林の目的 に使用す る権利 を設定す る

にお いて 、次に掲げ る事項を約定して いるものをいう 。
一

二

三

し、前二 号の樹木の植栽 、保育及び管理に要する 費用の全 部又は一部を支払う義務を負うこ と。
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六

五

四

前号の場合における各 共有者の 持分の割合は、第四号の 一定の割合と等 しいもの とすること。

第一号又は第二 号の契約事項の 実施によ り植栽さ れた樹木は、各契 約当事 者の共有 とするこ と。

各契約当事者は、一定の割 合により、当該契約に係る造林による収益を分収すること。

（略）

旧治山治水緊急措置法（昭和三十五年法律第二十一号）（抄）

２～５

◎

こ の法律で 「治 山事業 」とは、次の各号に掲げる 事業で 、国が施行するもの及び都道府県又は都道府県知事が施行 し、かつ、こ れ

（定義）
第二条
一

地す べり等防止法 （昭和三十三年法律第三十 号）第五十一条 第一項第二 号に 規定する地す べり地域又はぼ た山に関 して 同法 第三条又

森林法（昭和二十 六年法律第二 百四十九 号）第四十 一条に 規定する保安施設 事業

に要する費用の一部を国が負担し、又は補助するものをいう。
二

は 第四条の 規定によつて指定された地す べり防止区 域又はぼ た山崩壊防止区 域における地すべり防 止工事又はぼた山崩壊防 止工事に関す
（略）

る事業
２

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和二十五年法律第百六十九号）又は公共土木施設災害復旧事業

次の各号に掲げる事業は、前二項の規定に かかわらず、治山事業又は治水事業に含まれないものとする。
一

費国庫負 担法 （昭和二十 六年法律 第九十七 号）の規定の適用を受ける災害復旧事業

前号の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な 効果が期待できないと認められるため、これと合併して 行なう新設又は改良に関

（略）

す る 事業 そ の 他 同号 の 事業以 外 の 事業 で あ って 、再 度災 害を 防 止す る ため 、 土 砂の崩 壊 等 の危 険 な 状況に 対 処して 特に緊 急 に 施 行す べき
もの
（略）

三・四

二

３

４

農林水 産大臣は、中央森林審議会の意見を聴いて、平成九年度 以降の七箇年間において実施す べき治 山事業に関する 計画（以下 「

（治 山事業七箇年 計画及び治水事業七箇年 計画）
第三条

治山事業七箇年計画」という。）の案を、建設大臣は、河川審議会の意見を聴いて、平成九年度 以降の七箇年間において実施す べき治水

事業に関する 計画（以下 「治水 事業七箇年 計画」という。）の案を、それぞれ作成し、閣議の決定を 求めな ければならない。
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２

３
４
５
６

７

８

◎

一
七箇年間に行うべき事業の量

七箇年間に行うべき事業の実施の目標

治 山事業七箇年計画又は治水事業七箇年計画には、治 山事業又は治水事業につき、次に掲げる事項を定めなければならない。
二

農林水産大臣及び建設大臣は、第一項の規定により治 山事業七箇年 計画又は治水 事業七箇年計画の案を作成しようとするときは、治山
治水事業の総合性を確保するため、あらかじめ相互に調整を図らなければならない。

農林水産大臣又は建設大臣は、第一項の規定により治山事業七箇年 計画又は治水 事業七箇年計画の案を作成しよう とするときは、あら
かじめ経済企画庁長官及び国土庁長官に協議しなければならない。

農林水産大臣又は 建設大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、治 山事業七箇年 計画又は治水事業七箇年計
画を都道府県知事に通知しなければならない。

第一項 、第二項 及び前項の 規定は 、治 山事業七箇年 計画又は治水事業七 箇年 計画を変 更しようとす る場合に 準用す る。この 場合におい

て、第一項中「中央森林審議会」とあるのは、「林政審議会」と、同項及び前項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第一項
中「河川審議会」とあるのは「社会資本整備審議会」と読み替えるものとする。

農林水産大臣は、前項において 準用する第一項の規定により治山事業七箇年 計画の変更の案を作成しようとするときは、あら かじめ国

土交通大臣に協議しなければならない。この場合においては、治山治水事業の総合性を確保するため、治水事業七箇年計画又はその変更
の案との相互調整を図らなければならない。

国土交通大臣は、第六項において準用する 第一項の 規定により治水 事業七箇年 計画の変更の案を作成しよう とするときは、あらかじめ

、七箇年 計画に行う べき前条 第二項 第一号、第四号及び第五号に掲げる事業）同条 第三項の規定に該当するものを除く。）の実施の目標

に 係る部分について 環 境大臣に 協議す る とともに、治山治水 事業の総 合性を 確保する ため、農 林水 産大 臣との間で 、治山事業七 箇年 計画
又はその変更の案との相互調整を図らなければならない。

日本電信電話株式会社の株式の売払 収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和 六十二年法律第 八十六号）（抄）
（産業投資特別会計法の特例）

特別融資関係特別会計 への繰入れ、第二 条第一項又は第二 条の二第一項の 規定による貸付 け（特別 融資関係 特別会計において 経理されるも

前項の規定に より、同項に規 定する政 府の経 理を産業 投資特別 会計で 行う場合においては 、同特別会計は 、産業投資勘定 及び社会資本整備勘定

分の間、産業投資 特別会計法（昭和二十八年法律第百二十二 号）第一条の規定にかかわらず、産業投資 特別会計において行うものとする。

のを除く。）、第三条第一項又は第二項の規定による日本政策 投資銀行等への 貸付け及び特別事業関係会計への繰入れに関する政府の経理は、当

第七条

２

に区分する。
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３
４

５

第 一項の 規定により、同項に規定す る政府の 経理を産業投資 特別会計で 行う 場合にお いては、産業投資 特別会計 法第一条第二項 、第三条 、第三

条の二第一項、第三条の三並びに第 四条第一項及び第二項中「この会計 」とあるのは、「産業投資勘定 」とする 。

産業 投資特別会計社会資本整備勘定にお いては 、一般会計からの 繰入金 、特別融資関係特別会計からの繰入 金、特別事業関係会計からの繰入金

、第二 条第一項又は第 二条の二第一項の 規定に よる貸付 金（特別融資関係 特別会計 において 経理さ れるもの を除く。）及び第三条第 一項又は 第二

項の規定に よる貸付金の償還 金並びに 附属雑収入をも つてその歳入とし、一般 会計への 繰入金、特別融資関係特別 会計への繰入金、特別事 業関係

会計への繰入金、第二条第 一項又は第二条の二第一項の規定 による貸付金（特別融資 関係特別 会計にお いて 経 理されるものを除く。） 、第三条第
一項又は第二項の規定による貸付金、一時借入金の利子及びその他の諸費をもつて その歳出とする 。

前 項に規 定する特 別融資関 係 特別 会計への 繰入金は 、第二条 第一項又 は第二 条の二第 一項の規 定によ る貸付けの財源に 充てる ため、特別 融資 関

係 特別会計の当該貸付金に相当する金額を特別融資関係特別会計に、予算で定 めるところにより、繰り入れるものとする 。

第四項に規定する特別事業関係会計への繰入金は、国が実施する公共的建設事業であつて 民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄

与す ると認め られる社 会資本を 整備する ものの うち 緊急に実施す る必要のあるも のの財源 に 充て るため、当 該公共的 建設事 業に要す る費用（ 国が

負担 すべき 費用に限る。）に 相当す る金額を 特別事業関係会計に、予算で定めるところ により、繰り入れるもの とする。

政府は、前項の規定に より一般 会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金を繰り入れた会計年度及びこれに続く五 箇年度以内に、当該

繰入金に相当す る金額 （次項の 規定によ り繰入れを行つ た場合にお いては 、当該繰入金に相当する 金額を控 除した金額）に達するまで の金額 を、
予算で定めるところに より、一般会計 から産業 投資特別会計社 会資本整備勘定 に繰り入れるもの とする。

政府は 、第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定 から一般 会計への 繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつて

一般会計において 経理されるもの の当該年 度にお いて 要した費用（当該年 度において 国が負担した費 用に限る 。）を超過する 場合にお いては 、当

該超 過額に相当する金額は、翌年度に おいて 同項の規 定による同勘定からの繰入 金額から 減額し、なお残余がある ときは 、翌々年 度までに一般会
計 から同勘定に繰り入れるものとする。

政府は、前条第二項 及び第 四項並びに 第二項の規定による繰入金のほか 、一時借 入金の利 子及び その他の 諸費に相当する 金額を限度 として 、予
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６

７

８

９

算で定める金額を、一般会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に 繰り入れることがで きる 。

第一項の規定により、同項に規定する政府の 経理を産業投資特別会計で行う場合においては、産業投資 特別会計法第六条中「歳 入歳出予算は」

条の二第 一項の規 定による貸付金（特別融資関係 特別会計に おいて 経理されるものを 除く。）に係る 支出負担 行為に 関する事 務を委任するもの と

財 務大臣は、他の各 省各庁の長の同意を得て 、当該各省各庁に置かれ た官職を指定す るこ とに より、その官職に ある者に第二条第一項又は第二

「各勘定に」と、「こ の会計の」とあるのは「当該各勘定の」と、同法第十五条第一項中「この 会計」とあるのは 「各勘定」とする。

のは「当該各勘定の翌年度の歳入 」と、同法第十二条中「この会計 」とあるのは「各勘定」と、同法第十三条第一項中「この 会計に」とあるのは

「各勘定」と、「積立金」とあるのは「当該各勘定の 積立金」と、同法第九条中「こ の会計」とあるのは「各勘定」と、「翌年度の歳 入」とある

度」とあるのは「各勘定の前年度」と、同項第 四号中「前年度 」とあるのは「産業投資勘定の前年度」と、同法第 八条中「この会計」とあるのは

算書」とあるのは「各勘定の歳入歳出予定計算書」と、同項第二号中「前前年度の 」とあるのは「各勘定の前々年度の」と、同項第三 号中「前年

とあるのは「歳入歳出予算は、産業投資勘定及び社会資本整備勘定に区分し、各勘定において」と、同法第七条第二項第一号中「歳入歳出予定計

10
11

◎

する。

総則（第一条―第四条）

国有林野事業の改革のための特別措 置法（平成十年法律第百三十四号）（抄）

第一章
業務運営の方針（第五条―第九条）

目次
第二章
基本的な方針（第十条・第十一条）

実施体制の効率化

第一節
特別給付金（第十二条―第十四条）

第三章
第二節
債務の 処理（第十五条―第十七条）

財務の健全 化

第一節

国有林野事業特別会計法の特例（第十 八条―第二十二条）

第四章
第二節
附則

この法律は、国有林野事業（国有林野事業特別会計法（昭和二十二年法律第三十 八号）第一条第二項に規定する国有林野事業をいう。以下

（目的 ）
第一条

同じ。）の 危機的 な財務状況に対処するため 、その抜本的な 改革の趣 旨及び全 体像を 明らかにす るこ とにより、国有林野事業の 改革につ いての国

民の理解 を深める ととも に、あわせて 、特定の債 務の一般会計への 帰属その 他国有林野事業の改革の ために必 要な特別措置に ついて定 めるこ とを
目的 とする。

国有林野事業の 改革は 、林業をめぐる諸 情勢の著 しい変化による 収入の減 少、債務の累増 等による 国有林野事業の 危機的な財 務状況に対処

（国有林野事業の 改革の趣旨）
第二条

して 、その 財政の健全 性を回復し、及 び国民共 通の財産である 国有林野 （国有 林野事業の対象とする国有 林野をいう。以下同じ。 ）を将来 にわた

って適切かつ効率的に管理経営する 体制を確立するこ とによ り、国土の保全その他公益的機能の維持増進、林産物の持続的かつ計画的 な供給 、地

域における産業の振興その他の国有林野事業の使命を十全に果たし、もって国民経済の発展及び国民生活の安定に資するために行われるものとす
る。
（国の責務）
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第三条
い。

国は 、この法律に定める方針に従い必要な施策 を総合的 かつ計画的に実 施し、国有林野事 業の改革を確実かつ円滑に遂行しなければならな

国有 林野事業の改革は 、平成 十五年度 までの期間を集中改革期間として 実施す るものとす る。

（集中改革期間）
第四条
（職員数の適正化）

政府は、国有林野事業（国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定（以下「事業勘定」という。）においてその事 務を取り扱う治山事業を

農 林水産 大臣は、集中改革期間の開始後一月 以内に 、国有林野事業に係る職員数の適正化の目標、その達成のために講じようとする施策 その他

進し、集中改革期間終了後できるだけ早い時期に 、その職員数を業務に応じた必要かつ最小限のもの とする。

含む。以下この節において 同じ。）の効率的 な実施体 制を整備するため、集中 改革期間において 、国有 林野事業に係る職 員数の 適正化を 緊急に推

第十条

２

国有林野事業に係る職員数の 適正化に関する基本的な事項につき、閣議の決定を求めなければならない。

政府は、国有林野事業に係 る組織を簡素かつ 効率的なものに再編するものとする。

（組織の再編）
第十一条
（借入金の一般会計への帰属等）
平成七年九月二十九日までに借 り入れられた借入金に係る債務

政府は、こ の法律の 施行の時において 、その時における事業勘定の負担に属する次に掲げる債 務を、一般会計に 帰属さ せる。

一

前号に掲げる 債務に 係る利 子であって 、この 法律の施行の日以前に発生 しており、かつ 、同日以 降に支払 われるこ ととさ れて いる ものに係 る

前項の規 定によ り一般会計に帰属する債 務のうち 政 府が貸 し付けた資金に係 るもの の償還期限は、平成十一年三月三 十一日までの間に おいて 政

債務

二

第十五条

２
令で定める日とする。

（事業勘定における債務の処理）

政府は、この法律の施行の時にお いて事業勘定の負担に属する借入 金に係る債務（前条第一項の規定 により一般会計に 帰属したものを 除

政府は、前項の債務の処理を推進するため、第十九条及び第二十一条に規定する措 置を講ずるものとする。

度の末日まで に着実に 処理するものとする。

く。）について 、その償還及び当 該債務に係る利 子の支払の確実かつ円滑な実施に より、こ の法律の 施行の日 から五 十年を経過した日の属する年

第十六条

２
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政府は、国会に対 し、毎年度、前二条の規定による国有林野事業に係る債務の処理に関する施策の実施の状況を報告しなければならない

（国会への報告）
第十七条
。
（退職手当等に係る借入金）

事業勘定 においては、集中改革期間にお いて 、国有 林野事 業特別会計法の規 定による借入金のほか、 政令で 定めるところによ り、国有 林

前項の規 定による借入金について は、国有林野事 業特別会計法第 五条第一 項の規定 による 借入金とみ なして 、同条第 二項並びに同法第七条及 び

に充てるため 、この勘定の負担において 、借入 金をすることがで きる。

野事業職員が退職した場合に国家公務員退職手当法の規定に基づき支給する退職手当及び第十二条第二項の規定により支給する特別給付金の 財源

第十八条

２
第八条の規定を適用する 。
（借入金の償還金に係る借入金）

事業勘定 においては、第 十六条第 一項に規定する 年度まで の間に おいて 、国有林野事業特別 会計法の 規定に よる借入 金のほか、この 勘定

前項の規定による借入金については、前条第二項の規定を準用する。

がで きる。

の負担 に 属する 借入金の償還金の財源に 不足を 生ずると 認められる ときは 、その財 源に 充て るため 、この勘 定の負担 において 、借入金をする こ と

第十九条

２
（平成十年度における借入金の特例）

事 業勘定 において は、平成 十年度において 、国有林野事業 特別会計 法の規定 による借 入金、附則第二 条の規定 による廃 止前の 国有林野事

前項の規 定による借入金について は、第 十八条第二 項の規 定を準用する。

る借 入金のほ か、この 勘定にお ける経費の財源 に 充てる ため必要がある ときは、この勘定の 負担 において 、借入金を するこ とがで き る。

業改善特別措置法（昭和五十三年法律第八十八号）第四条第一項及び第二項の規定による借入金並びに第十八条第一項及び前条第一項の規定によ

第二十条

２

政府は、事業勘定 の負担 に属する借入金（ 政令で 定めるものを除く 。）に ついて 、第 十六条第一項に規定する 年度までの期間中の毎年

（借入金の利子に係る一般会計 からの繰入れ）
第二十一条

度 、予算の 範囲内 において 、当該年 度にお いて 支払う べき利 子に 充て るべき金額（平成十年度 にあって は、こ の法律の 施行の日 から平成十一年三

月三十 一日までの 間にお いて支払うべき利 子に充てるべき 金額）を 、一般 会計から事業勘定 に繰り入れるもの とする 。

事業勘定に おいては 、第十六条第一項に規定す る年度までの間において 、国有林野事業 特別会計 法第十二 条第二 項の規定に より繰 り越

（損失の処理の特例 ）
第二十二条
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◎

した損失を、資本剰余 金を減額 して 整理するこ とができ るものとする。

一般会計における債 務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る 特別措 置に関する法律（ 平成十年法律第 百三十七 号）（抄）
（趣旨）

この法律は、最 近における一般会計の収支が著しく不均衡 となって いる状況において 、日 本国有鉄道 清算事業 団の債 務等の処理に関す る法

独立行政法人緑資源機 構法（平成十四年法律第 百三十号）（抄）

とする。

般会計への 繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債 整理基金特別会計の歳入とするこ と等の措置を定めるもの

計に帰属させることに 伴い一般 会計の負担が増 加するこ とにかんがみ、 平成十年度から平成十四年度までの 間における郵便貯金特別 会計から の一

の規定に より国有 林野事 業特別会計の国有 林野事 業勘定の負担に属する平成 七年九月二十九日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般 会

事業団に対する無利子貸付金に係る 同事業団の債務を免除すること並びに国有林野事 業の改革のための 特別措置法（平成 十年法律第百三十四号）

律（ 平成十年 法律第百三十六 号）の規 定により日本国有鉄道清算事業団の長期借 入金に係 る債務等を一般 会計にお いて承継するこ と及び政府の同

第一条

◎

機 構は、第三条の 目的を達成する ため、次の業務を行う。

（業務の範囲）
第十一条
（略）

水源をかん養するため急速かつ計画的に森 林の造成を行う必要がある地域内の土地につき、分収林特別措置法（昭和三十三年法律第五十七号

一～五
六

）第二条第 一項に規 定する 造林者又 は造林費負担者 として 同項 に規定 する分収造林契約の当事 者となり、当該契 約に基 づき森林の造成に係 る事

則

（略）

（略）

業を行うこと。
七～十
２～７
附

緑資源公団法は、廃止する。

（緑資源公団法の廃止）
第十条
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◎

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成十年法律第百三十六号）（抄）
（一般 会計による債務の承継）

政府は、この 法律の施行の時 において 、その時 における事業団の第一号から第 四号までに 掲げる 長期借入 金に係る 債務及び当該債 務に係る

附則第 六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法（昭和六十一年法律第九十号。以下「旧事業団法」という。）第四十条第一項の

規定による長期借入金に係る債務（事業 団が土地の譲渡契 約と併 せて締結した金銭 消費貸借 契約にお いて当 該土地の 譲渡の対価の支払を受ける
日本国有鉄道の長期借入金に係る債務

債権と相殺することが約されて いるものを除く 。）
二

附則第二十四条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法（昭和六十一年法律第 八十七 号。以下「改正前改革法」という。）第二十四条第二

五

四
鉄道債券に係る債務

日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務

旧事業団法附則第九条第二項の規定により承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債 務

前項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が貸し付けた長期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有

六

項の規定により日本国有鉄道が承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務

三

一

する。

に係る債務並びに第五 号及び第六 号に掲げ る債券に係る債 務（施行日前に 支払期が 到来した利子に係るものを 除く。）を、一般会計に おいて承継

利 子（この 法律の 施行の日 （以下「施行日 」という 。）以前に発生している利 子のうち施行日 以後に支払われることとされているものに限る。）

第二条

２

す る債券に係るものの償還期限は、 平成十一年三月三 十一日 までの間において 政令で 定める日とする。

日本 国有鉄道の経営す る事業の 運営の 改善のために昭和 六十一年度にお いて 緊急に講ず べき特別措 置に関する法律 （昭和六十一年 法律第七 十

政府は、こ の条の規 定の施行の日に おいて 、事 業団の 次に掲げ る政府に 対する債務を免 除するものとす る。

（無利子貸付金に係る債務の免除）

務
前三 号に掲げる もののほ か、政 府が無利 子で 貸し 付けた 長期の資 金に係る 債務

日 本国有鉄道 清算事 業団の債 務の負担 の軽減を図るために平成 九年度において 緊急に講ずべき特別措置に 関する 法律第四条の政令で定める債

号）第二条第二項の規定による貸付金に係る債務

日本国有鉄道清算事業団の債務の 負担の軽 減を図るために 平成九年 度にお いて 緊急に講ずべき特別措 置に関す る法律 （平成九 年法律第 七十三

六号）第二条第二項の規定による貸付金に係る債務

第四条
一
二
三
四
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