
 

令和元年度事業報告 

 

我が国経済は、近年、円高の進行、景気の低迷が続く中、木材需要の減少や木材

価格の低迷等から、林業・木材産業は、深刻な状況におかれてきたところであるが、

２５年以降、経済の立て直しを第一義に掲げる安倍政権のもとでの積極的な財政措

置や大胆な金融緩和対策などいわゆるアベノミックスにより、長年にわたり続いた

円高から脱却し円安へ移行するとともに、景気は、緩やかな回復基調が続いている。 

このような状況のもとで、国産材の生産が徐々に拡大し、自給率も上がってきて

いるが、林業・木材産業の経営基盤はまだまだ脆弱であり、担い手である山村は、

過疎化、高齢化が進み、危機的な状況にあることから、森林・林業の再生に向けて、

林活地方議員連盟等と連携を図りつつ、提言・要請活動を積極的に展開した。 

 

一方、長年の悲願であった森林環境税については、令和元年度から森林環境譲与

税の市町村等への配分が始まるとともに、令和２年度以降は、譲与額を前倒しで増

額されることとなった。 

林野公共事業についても、近年豪雨災害等が多発している状況から、森林整備・

治山事業等の重要性への認識が高まっており、令和元年度補正予算及び令和２年度

当初予算に関しては、前年度に匹敵する予算を確保できた。 

森林・林業活性化基金事業（以下「基金事業」という）については、森林・林業

活性化に関する調査・研究、普及・啓発等の事業を実施した。 

 

Ⅰ 概要 

１ 一般事業 

 (１) 令和２年度予算（案）等の編成に当たっては、林活地方議連とも連携を図りつ

つ、① 森林環境税等の着実な推進と林野公共予算の確保による森林整備の推進、

② 木材産業の振興と木材利用の推進、③ 持続的な森林経営の確立と人材の育成

強化、④ 地域が主体となった森林整備から木材の流通加工に亘る一体的取り組み

の推進と林道等路網整備の充実、⑤ 情報通信技術の活用等 林業の技術革新と多様

な森林管理活動など魅力ある林業の創出、⑥ 国民の安全・安心を確保する治山対



 

策の拡充等 緑の国土強靭化の推進、⑦ 水源林整備の計画的実施と森林病害虫対

策の推進、⑧ 国有林の先導的取り組みと民有林との一体的施策展開、⑨ 東日本

大震災からの復旧・復興の推進と熊本地震災害の早急な復旧の課題を掲げ、積極

的な提言・要請活動 を行った。 

特に、近年、地球温暖化の影響等により局地的豪雨が増加する中、平成３０年

の西日本豪雨災害、北海道胆振東部地震、令和元年の台風災害等、災害が頻発し

ており、国民の暮らしを支え、山村の存立基盤となる林業の振興、緑の国土強靭

化に向けた山地災害防止や災害に強い森づくりなどを推進するための林野公共事

業の予算確保が不可欠であり、自民党国会議員の「森林整備・治山事業促進議員

連盟」においても「緊急決起大会」が開催され、多くの林業関係者が参加した。 

その結果、令和元年度補正予算及び令和２年度当初予算に関しては、大幅に増

額した前年度に匹敵する予算（林野公共予算当初1,830億円、補正391億円、緊急

対策368億円、非公共ハード36億円、総額2,624億円）を確保できた。 

（２）林業税制については、森林環境譲与税の市町村等への配分が始まるとともに、

平成２年度以降、現行の借入金に代わる財源として、地方公共団体金融機構の金

利変動準備金を活用し、譲与額を前倒しで増額することとなった。 

（３）ＴＰＰ１１（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協

定：ＣＰＴＰＰ）について、２０１８年１２月に、日本、メキシコ、シンガ

ポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリアの６カ国間で発効し、

ベトナムについては、２０１９年１月に発効した。残り４国（ブルネイ、チ

リ、マレーシア、ペルー）については、それぞれの国が国内法上の手続きを

完了の上、順次発効する。 

一方、ＴＰＰを離脱したアメリカとは、２０１９年１０月に日米貿易協定の署

名が行われた。 

また日ＥＵ・ＥＰＡについては、２０１９年２月に発効した。 

当然、これらは、林業・木材産業も大きな影響を受けることとなり、補正予算

等を活用しながら対処していくことが必要となっている。 

（４）国有林野事業については、公益的機能の一層の発揮と技術的課題への先導的

取組、民有林との一体的な施策展開等が図られるよう提言活動を行うとともに、



 

樹木採取権制度の導入について要望を行い、令和元年６月に「国有林野の管理経

営に関する法律」が改正された。 

また、水源林整備については、計画的な実施、森林整備法人による森林整備の

円滑化により公益的機能を確保するよう提言活動を実施してきた。 

なお、違法伐採対策として「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法

律」いわゆる「クリーンウッド法」が施行され、合法木材等の流通・利用等を推

進することとなった。 

このほか、予算要求時や予算の概算決定時など、節目 節目で林業団体懇談会を

開催して、林野庁からの説明、意見交換等を行ったほか、全会員に対して会報誌

「日本林業」をメール配信するなど、広報活動の推進に努めた。 

 

２ 基金事業 

「基金事業計画の基本方針」に基づき、「調査・研究」、「公開講座」及び「普及

・啓発」の事業を実施した。 

 

Ⅱ  総会及び役員会等 

１  総会 

  ２月２２日（金）、法曹会館において、第６回定時総会を開催し、次の議案につい

て審議し、いずれも原案どおり承認決定された。 

 報告事項 平成３０年度事業報告について 

  議案１号  平成３０年度財務諸表について（平成３０年度貸借対照表及び正味財産

増減計算書について）       

  報告事項  平成３０年度公益目的支出計画実施報告書について 

  報告事項  平成３１年度事業計画及び収支予算書について 

議案２号 平成３１年度会費の賦課及び徴収方法について 

  議案３号 役員の改選について 

 

 

２  監事会 



 

  ２月１日（金）、日本林業協会会長室において、監事会を開催し、平成３０年度財

務諸表及び公益目的支出計画実施報告書等、会計全般について監査を行われた。 

 

３ 理事会 

（１）第１回理事会 

２月５日（火）、赤坂ＩＣＣおいて開催し、平成３１年度定時総会提出議案を審

議し、原案どおり決定された。 

（２）第２回理事会 

１２月１２日（木）、三会堂ビルにおいて開催し、総会以降の会務報告、令和２

年度事業計画（案）及び収支予算（案）、第７回定時総会の招集を令和２年年２月

２１日（金）とすること等を議題として付議し、一部修正の上、決定した。 

 

Ⅲ 調査・提言及び諸会合等 

１ 調査・提言活動 

令和元年度は、森林・林業の再生に向けて、政府・与党等に対し、予算措置を含

めた各種対策の充実強化を強く要請するとともに、東日本地震からの復興、熊本地

震被災地・西日本豪雨・北海道胆振東部地震、令和元年の台風災害等の早急な復旧

・復興を訴えた。 

また、地球温暖化防止のため、森林吸収源対策の推進と安定的税財源の確保に向

けて陳情・要請等精力的な活動を展開するとともに、林業・木材産業に対しての配

慮を訴えた。 

政府・与党等に対する主な提言・要請活動等は次のとおりである。 

（１）２年度 森林・林業関係予算の要望 

（ 元年 ８月２７日   自民党 農林合同会議 ） 

   （ 元年１１月 ７日 自民党林野公共事業決起大会） 

（２）２年度 林業税制改正の要望 

（ 元年１１月 ６日  自民党 農林合同会議 ）   

（ 元年１１月１３日  公明党 ） 

（ 元年１１月１８日  立国社 ） 



 

（３）２年度森林・林業予算のお礼 

   （元年１２月２０日  主要国会議員） 

 

２ 諸会合 

（１）林業団体懇談会 

  ○ １月期 林団懇 

日時 １月２３日（水） 

場所 永田町ビル４階大会議室 

  ○ ６月期 林団懇 

   日時 ６月２０日（木） 

場所 永田町ビル４階大会議室 

  ○ ９月期 林団懇 

   日時 ９月２０日（金） 

場所 永田町ビル４階大会議室 

 

（２）新年賀詞交換会(大日本山林会共催) 

      日  時 １月７日(月)  １１：３０～１３：００ 

      場  所 三会堂ビル９階石垣記念ホ－ル  参加者約２００名  

 

３ 広報活動等 

（１）情報提供等広報活動の展開 

  会員に対してホームページ、メール等による情報の伝達を行うとともに、

特に、林団懇資料等を、ホームページを活用して提供するなど、情報提供の

展開に努めた。 

   また、会員向けに協会報「日本林業」を、毎月メールにより発行・配信し、

広く森林・林業・木材産業及び協会活動の普及に努めた。 

 
 

Ⅳ 基金事業 



 

１ 調査・研究 

第４次の調査研究会として、山元に利益を還元して「伐ったら植える」資源の

循環利用を進めて真の林業成長化を実現するための施策展開に資するため、「森林

資源の循環利用と新たな森林管理のあり方」の調査研究会を、平成３０年度に引

き続き、３月１４日、７月４日、１１月２０日に開催し、報告書にまとめた。 

調査研究会の成果を迅速に普及するため、発表の内容を、「森林と林業」の「緑

の論壇」に掲載した。 

 

２ 公開講座 

令和元年公開講座を実施した。 

月日：令和元年８月２３日（金） 

演題：熱帯木材貿易の現状と最近のＩＴＴＯの取組」 

講師：ＩＴＴＯ事務局長 

ゲァハート・ディタレ氏（Dr. Gerhard DIETERLE） 

 

３ 普及・啓発 

情報・広報月刊誌「森林と林業」を引き続き発行し、国の機関、地方公共団体及

び林業関係団体等に配付し、森林・林業・木材産業の現状と施策、研究情報等に

ついて普及・啓発を行った。 

 

Ⅴ 部会活動 

１ 林業・木材産業金融税制対策（金融税制部会長 山﨑 信介） 

金融税制部会では、森林・林業・木材産業関係の税制及び金融制度の改善のた

め、関係団体とともに政策要望をとりまとめて、林野庁をはじめとして関係方面

への働きかけを行った。 

 

（１）金融税制部会メンバー団体で、「令和２年度林業・木材産業関係税制及び金融

についての要望」を取りまとめ、令和元年６月２４日に林野庁林政部長を訪問し

て、同要望書を提出した。 



 

（２）１１月には、日本林業協会、全国木材組合連合会、全国森林組合連合会、日

本林業経営者協会などの林業・木材産業関連１０団体で「令和２年度 林業・

木材産業関係税制改正要望」を取りまとめ、１１月の中旬にかけて自由民主

党、公明党に提出の上、要請活動を実施した。 

令和元年１１月６日に自由民主党農林・食料戦略調査会、農林部会等合同会

議及び令和元年１１月１３日に公明党林業振興議員懇話会に提出した日本林業

協会等の要望項目は次のとおりである。 

①山林所得に係る森林計画特別控除（収入金額の20％控除等）の延長 

②農林漁業用軽油に対する石油石炭税（地球温暖化対策のための課税の特例に

よる上乗せ分）の還付措置の延長 

③省エネ再エネ高度化投資促進税制の拡充及び延長（所得税・法人税） 

④(独)農林漁業信用基金が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減措置（0.4％

→0.15％）の拡充 

⑤国有林野の管理経営に関する法律の一部改正に伴う税制上の所要の措置 

⑥森林組合の連携手法の多様化に関する税制上の所要の措置 

（３）税制改正作業では、今回もこれまで同様に合理性、有効性、相当性の観点か

ら厳しい見直しがなされており、与党の関係部会等が関係団体から要望事項を

聞き取り、この中から重点項目を選択し、各省要望事項も踏まえて、与党の税

制調査会で審議が行われた。 

最終的には、林業・木材産業関連団体が提出した「要望」に応える形で、１

２月１２日に自由民主党及び公明党連名の「令和２年度税制改正大綱」が取り

まとめられ、１２月２０日には、与党の「令和２年度税制改正大綱」と基本的

に同じ内容が記載されるとともに、森林環境譲与税に関しては総務省の予算措

置を踏まえた追加的な措置を含めた、「令和２年度税制改正の大綱」が閣議決定

された。 

  （注）上記「総務省の予算措置を踏まえた追加措置」については、添付の参考

資料のとおり。 



 

 

２ 林業労働力対策（林業労働部会長 岩田 茂樹） 

 林業労働力対策部会においては、部会構成団体の意見を集約し、林野庁及び厚

生労働省への要請を行いつつ、各団体が担当する事業、制度を実行、運営した。 

主要事項の概要は、以下のとおり。 

（１） 林業に係る技能検定制度構築に向けた取組 

 林業従事者の技能向上、就業環境の整備及び社会的・経済的地位の向上に寄与す

ることを目的として、昨年4月に主要林業７団体（日本林業協会、日本造林協会、全



 

国森林組合連合会等）を構成員とする林業技能向上センター（事務局：全国森林組

合連合会）が設立され、現在、技能検定制度の導入に向けて、主管官庁である厚生

労働省と協議を進めている。 

（２）「緑の雇用」新規就業者育成推進事業及び現場技能者キャリアアップ対策

（以下、「『緑の雇用』事業」という） 

「緑の雇用」事業は、全国森林組合連合会が実施。平成３１年度は新規就業者

（約1,000名）を中心とした研修生に対し、林業に必要な安全講習等の資格取得に

加え、森林施業を安全かつ効率的に行える現場技能者（フォレストワーカー）の

育成（３年間）のための集合研修及び実地研修を実施した（平成１５年度～平成

30年度の研修修了者数は、累計約20,000名)。また、安全かつ効率的作業を指導す

る現場技能者である現場管理責任者（フォレストリーダー）、総括現場責任者

（フォレストマネージャー）を育成するための集合研修を実施した。 

 併せて、実地研修における労働災害を防止するため、研修現場での安全巡回指

導を約3,200回／年間を実施した。 

（２）林業労働安全推進対策及び労災保険関係 

２７年度にスタートした林業労働安全推進対策（林野庁補助事業）は、全国素

材生産業協同組合連合会が実施した。 

この事業では、労働安全衛生コンサルタントの資格を有する専門家が、林業事

業体へ出向き、トップ・経営管理者に対し事業者責任の再徹底を図った上で、安

全診断を行い、安全管理体制を確立するよう誘導しており、５か年で約1,500事業

体に実施した。 

次に、労災保険関係については、通常３年毎に保険料率が改定されており、林

材業ゼロ災推進中央協議会が厚生労働省に対し、業界の厳しい経営状況を説明し、

特段の配慮を要請した。 

３０年４月から適用されている労災保険料率は、次のとおり。 

・林   業    ：千分の60→千分の60（据え置き） 

  ・木材・木製品製造業：千分の14→千分の14（据え置き） 

（３）林業退職金共済（林退共）制度 

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営している林退共制度は、林業労働者



 

の福祉の増進を図る上で重要な柱であり、同機構と連携して積極的に加入促進に

取り組んだ。 

令和元年11月末現在の共済契約者数は、前年同期比1.3％増の3,263所、被共済

者数は前年同期比1.5％減の39,064人となった。 

 また、平成30年度の決算を踏まえた厚生労働省の将来推計によると、現行の予

定運用利回りを現行のまま(0.5％)とした場合、累積欠損金解消計画で解消予定と

している令和4年度までに、累積欠損金の解消を図ることは難しいとの見通しを踏

まえ、元年6月19日に開催した当部会において、「林退共の安定的運営に向けた今

後の対応について」をとり纏めたところであるが、主な対策は以下のとおり。 

① 退職給付金の算定基礎となっている予定運用利回り(0.5％)を引き下げる。なお、

掛金日額(現行 470 円)の引き上げは、林業の経営環境等に配慮し今回は据え置く。 

② 業務費用については、業務遂行に支障が出ないよう留意したうえで、当分の間、

林退共本部経費及び支部業務委託費の縮減に努める。 

③ 適切なリスク管理の下で運用収入の増加を図るため、資産運用委員会において専

門家の意見を踏まえたうえで、資産運用に占める金銭信託割合の増加の適否等に

ついて検討する。 

④ 制度を安定的に運営していくため、新規加入者数が退職者数を上回るよう、林業

関係者が一致協力して加入促進に努める。 

  なお、厚生労働省の労働政策審議会・中小企業退職金共済部会が12月16日に開催

され、特定業種退職金共済制度(建設業・清酒製造業・林業)の財政検証が開始され

た。 

 

３ 森林の水資源対策（水資源部会長 津元賴光） 

（１）政策要望活動 

令和２年度当初予算確保及び令和元年度補正予算に関する要望活動の一環とし

て、11月11日に治山事業・林道事業の推進団体である（一社）日本治山治水協会、

（一社）全国森林土木建設業協会、（一社）日本林業土木連合協会の３団体で、関

係国会議員、林野庁、財務省に対し要望を行うほか、11月27日に関係国会議員･関

係林業団体･林野庁幹部が出席する中で「2019治山･林道のつどい」を開催し林野



 

公共事業拡充の決議を行うなど、事前防災・減災のための予防的な治山対策や、

水土保全機能の低下した森林の整備、災害に強い森林づくりの推進など「緑の国

土強靱化」の推進に取り組んだ。 

（２）第４3回「水の週間」への参画 

第43回「水の週間」中央行事として、8月13日（火）～15日（木）の3日間、東京

国際フォーラムにおいて開催された「水のワークショップ・展示会」に参画し、ワ

ークショップの開催とブース展示を行った。 

ワークショップは、「森林の働きとおいしい水」のタイトルで、森林の水源涵養機

能などについて小学生及び親御さん対象に分かりやすく説明した。また、ブースで

は、パネル展示、森林の水（ペットボトル）約70種類の展示、３種類の森林の水の

試飲会を行い、来場者に森林のもつ機能に関する啓発を行った。 

 

４ 木材需要対策（木材需要拡大部会長  島田泰助） 

（１）令和元年の住宅着工は、総戸数で905千戸、木造住宅は523千戸といずれも前年

比で96.1％、97.0％という実績となった。 

令和２年に向けては、消費税増税に伴う反動減もそれほどなく、加えて戦後最大

規模の令和２年度当初予算による景気対策等に支えられ、順調な住宅着工を予想す

る声も強いが、中・長期的には住宅需要の落ち込みは避けられないとの声も引き続

き強く、非住宅分野への木材利用拡大等新たな木材需要拡大対策への取組みの必要

性がこれまで以上に強くなってきている。 

（２）令和元年の木材需要部会は、次のような活動を実施した。 

第一として非住宅分野での木材利用拡大等国内木材産業振興対策に関する予算の

確保等に取り組んだ。 

こうした取り組みの結果、今後の製材品需要の拡大に欠くことのできない非住宅

建築物への JAS製材品の普及促進のための予算措置等が、平成 30年度に続き、令和

元年度の補正予算、令和２年度の当初予算にも引き続き盛り込まれた。 

第二として、国土交通省等関係省庁に要請を行ってきた非住宅分野への木材利用

促進策に関連して、建築基準法の改正により内装等への木材の利用制限の緩和が昨

年６月に施行され、耐火建築物の規定の緩和により木造化・木質化に関する設計・



 

施工がより弾力的に進められることとなった。 

第三として、新たな国産材利用拡大対策構築に向けた具体的な仕組みが創設され

るとともに、多様な活動が展開された。 

特に、木材利用促進法の制定など抜本的な木材需要拡大対策の実現について、日

本林業協会を中心に全国木材組合連合会、全国森林組合連合会、日本林業経営者協

会、全国素材生産業協同組合連合会、全日本木材市場連盟の森林・林業・木材産業

関係団体に加え、建築・建設関係団体や企業が中核となって、『森林(もり)を活かす

都市(まち)の木造化推進協議会』を立ち上げるとともに、これに先立って創設され

た『森林(もり)を活かす都市(まち)の木造化推進議連』との連携・協力により、政

府及び関係省庁への要望活動や現地見学会、研修会等を積極的に行った。 

また、一昨年１０月に関係６団体により設立した「国産材を活用し日本の森林を

守る運動推進協議会」が認定する「日本の森林を守るため共に行動する企業」も徐

々に増加し１９企業となるとともに、これら企業の広報・宣伝を関係団体の広報媒

体を活用して継続的に各企業の紹介記事を掲載するなど、従来にない広報活動が展

開された。 

第四は、木材利用拡大へ向けた国民支援の体制の構築に向けて、都道府県による

木材利用促進条例制定を引き続き働きかけた。この結果、岩手県(H31.3,19番目)、

山梨県(H30.3,20番目)において新たに条例が制定された。 

※ 奈良県(R2.3予,21番目)、三重県も準備中。 

第五は、経済同友会や経団連等の経済団体や全国知事会に設置された「国産木

材活用ＰＴ」の活動との連携など、経済界や地方自治体の動きを踏まえた情報交

換等を積極的に行った。 

 

Ⅵ 政策推進のための諸活動 

森林の整備、林業・木材産業及び山村の振興に関する施策を推進するため、本協

会に事務局を設置し、「森林・林業・林産業活性化促進地方議員連盟全国協議会」、

「林産物貿易対策全国協議会」、「中央林業団体緑の募金協力会」、「国有林野事業推

進協議会」の４団体が活動した。 

 



 

１ 森林・林業・林産業活性化促進地方議員連盟全国協議会 

４５道府県の林活地方議連（道府県参加議員1,809名及び市町村429）が参加によ

り構成している。 

令和元年度定時総会は、７月２６日（金）、赤坂ＩＣＣにおいて開催し、「森林・

林業・木材産業施策の積極的な展開に関する提言」の採択、大会スローガンの採択

等を行った。 

このほか、役員会を３回開催し、林野庁、主要国会議員等に要請活動等を行った。 

   

２ 林産物貿易対策全国協議会 

林産物貿易に関係する２３団体（うち会員１９団体）で構成している。 

８月２３日（金）に、永田町ビルで、令和元年度総会を開催した。 

通常総会終了後、ＩＴＴＯ事務局長を講師として公開講座を開催した。 

「環太平洋戦略的経済連携協定」（ＴＰＰ）、「日ＥＵ・ＥＰＡ交渉」、「日米貿易協

定」に関して、交渉の状況等について、協議会会員等に対し情報提供を行った。 

 

３  中央林業団体緑の募金協力会 

緑の募金への協力を行う中央林業団体１３団体で構成している。 

２月４日（月）及び８月２７日（火）に「緑の募金協力会代表世話人会」を

開催し、募金活動への協力に取り組んだ。 

 

４ 国有林野事業推進協議会 

国有林野事業に密接な関係を有する１５団体で構成している。 

１０月２５日（金）に、三会堂ビルで、令和元年度総会を開催し、「３０年度国有

林野の管理経営に関する基本計画の実施状況」、「令和元年度国有林野事業の事業実

行について」等について、林野庁当局から説明を受けるとともに、意見交換を行っ

た。 


