
 

報告事項 

令和３年度事業報告について 

 

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が、平成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き、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ところであ

る。 

しかしながら、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、高齢化が進むとともに、令和２年からの世界的な新型コロナウイ

ルス感染症の拡大は、我が国経済に危機的な影響を及ぼし、林業・木材産業にも深

刻な影響が及んでいる。 

このような状況から、森林・林業の再生に向けて、提言・要請活動を積極的に展

開した。 

 

Ⅰ 一般事業の概要 

 (１) 令和４年度予算（案）等の編成に当たっては、① 林業の成長産業化と国土強

靭化に向けた森林整備・治山対策の拡充強化、② 「緑の人づくり」による林業従

事者の育成・確保と山村地域における事業・雇用の創出、③ 中高層・非住宅建築

物等への木材利用の促進など木材の利用拡大、④ 新技術を活用した林業イノベー

ションの推進と魅力ある林業の創出、⑤ 森林空間の活用の促進とワーケーション

などの新たな産業の創出、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し、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３年度補正予算及び令和４年度当初予算に関しては、森林資源

の適切な管理と林業の成長産業化の実現のため、①林野公共関係予算について目

標としていた2600億円を大きく上回る予算、②新技術の導入による伐採・造林の

省力化といった「新しい林業」の推進に向けた対策、③木材産業の競争力強化や

木材利用促進法改正を踏まえた木材利用の促進対策など、新たな「森林・林業基

本計画」の実現に向け、足がかりとなる予算となった。 

（２）林業税制については、山林所得にかかる森林計画特別控除２年延長税の特例

措置の延長ほかの措置を要望し、措置された。 

（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、２０２１年１０月現在で、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、ベトナム、ペル

ーの８カ国間で発効しており、残り３カ国（ブルネイ、チリ、マレーシア）

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。（イギリスについ

ては、ＥＵ離脱に伴い、２０２１年から日英ＥＰＡが発効） 

このほか、中国等でTPPへの加入の動きがある。 

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、十分に対

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った。 

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。 

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」をメール配信するとともに、基金事業の「森林と林業」の配布先の

拡充など、広報活動の推進に努めた。 

 



 

Ⅱ  会員の動向並びに総会及び役員会等 

１ 会員の動向 

   ＜中央会員＞ 

     ６月２９日 退会（解散）一般社団法人ジョフカ 

    １０月 １日 退会    一般社団法人日本森林技術協会  

 

２  総会 

  ２月２２日（月）、三会堂ビルにおいて、第８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 令和２年度事業報告について 

  議案１号  令和２年度財務諸表について（令和２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  令和２年度公益目的支出計画実施報告書について 

  報告事項  令和３年度事業計画及び収支予算書について 

議案２号 令和３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 

 

３  監事会 

  新型コロナウイルスの感染拡大のため、令和２年度財務諸表及び公益目的支出計画

実施報告書等については書面により監査を行うととともに、証拠書類については、２

月１日に、代表監事が確認を行った。 

 

４ 理事会 

（１）第１回理事会 

２月３日（月）、赤坂インターシティカンファレンスにおいて開催し、第８回定

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１６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４

年度事業計画（案）及び収支予算（案）、第９回定時総会を令和４年２月２４日



 

（木）とすること等を議題として付議し、決定した。 

 

Ⅲ 調査・提言及び諸会合等 

１ 調査・提言活動 

令和３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、地震や台風災害等の早急な復旧

・復興を訴えた。 

特に、「森林（もり）を活かす都市（まち）の木造化推進議員連盟」と連携した活

動を精力的に展開するとともに、林業・木材産業に対する配慮を訴えた。 

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）４年度 森林・林業関係予算の要望 

・３年１０月２４日   自民党 農林合同会議 

（２）４年度 林業税制改正の要望 

・３年１１月１６日  自民党 農林合同会議   

（３）４年度 概算予算等のお礼 

   ・３年１２月２３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 

   中止 

 

  ○ ６月期 林団懇 

   日時 ６月２３日（水） 

場所 赤坂インターシティコンファレンス 

  ○ ９月期 林団懇 

   日時 ９月１４日（火） 

場所 オンライン 

 



 

（２）新年賀詞交換会 

      中止 

       

 
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、ホームページ等を活用して提供するなど、情報提供

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５次調査研究会については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、

実施することができなかった。 

 

２ 公開講座 

新型コロナウイルスの感染拡大のため、実施することができなかった。 

 

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、全国の都道府県、市町村、

林業関係団体、森林管理局、林業関係大学や大学校に無償配付し、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 池田直弥） 

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）金融税制部会に所属する団体の連名で、「令和４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３年６月２５日に林野庁林政部長

宛に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４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。また、立憲民主党農林水産部

会、国民民主党税制調査会においても同様の要請を行った。 

令和３年１１月１６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の延長 

② 森林組合等の合併に係る課税の特例措置の延長 

③ 新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付けに係る消費貸借に関する契

約書の印紙税の非課税措置の延長 

④ 農林水産物・食品の輸出拡大に向けた税制上の所要の措置の新設 

⑤ 食料・農林水産業のグリーン化に向けた税制上の所要の措置の新設 

 

（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１０日に自由民主党及び公明党連名の「令和４年度税制改正大綱」が取り

まとめられ、１２月２４日には、与党の「令和４年度税制改正大綱」と基本的

に同じ内容が記載された「令和４年度税制改正の大綱」が閣議決定された。林

業、木材産業関係の改正事項は次のとおりである。 



 

 

○ 山林所得に係る森林計画特別控除（収入金額の20％控除等）の適用期限を２

年延長する。（所得税） 

 

○ 農業協同組合等の合併に係る課税の特例措置（適格合併の要件緩和）につい

て、適用対象から出資を有しない組合のみで行う合併を除外した上、その適用

期限を３年延長する。（法人税） 

 

○ 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対して行う特別貸付

けに係る消費貸借に関する契約書の非課税措置の適用期限を１年延長する。（印

紙税） 

 

○ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の改正を前提に、同法の認定

輸出事業者が、一定の輸出事業用資産の取得等をして、輸出事業の用に供した

場合には、５年間30％（建物等については35％）の割増償却ができる措置を講

ずる。（所得税・法人税） 

 

○ みどりの食料システム戦略を実行するための法整備を前提に、同法の環境負

荷低減に係る計画の認定を受けた農林漁業者が、一定の機械装置、建物等の取

得等をして、環境負荷低減に係る活動の用に供した場合には、その取得価格の

32％（建物等については16％）の特別償却ができる措置等を講ずる。（所得税・

法人税）  

 

○ バイオ燃料製造事業者が取得した一定のバイオ燃料製造設備に係る課税標準

の特例措置（３年間、課税標準の1/2控除等）について、木質固形燃料製造設備

の適用対象を中小事業者等及び農業協同組合等が取得するものに限定した上、

その適用期限を２年延長する。（固定資産税） 

 

２ 林業労働力対策（林業労働部会長 飛山 龍一） 

 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、平成31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）が設立された。技能検定制度の創設に向けて、令和３年度

は、全国５ヵ所（予定を含む）で技能評価試験（林野庁補助事業）を実施すると

ともに、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」事業の実施 

「緑の雇用」事業は、全国森林組合連合会が実施。令和２年度は新規就業者

（約811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～令和２

年度の研修修了者数は、累計約20,571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2,800回／年間を実施した。 

（３）林業労働安全推進対策 

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。令和３年度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、約150の林業事業体の安全診断を行った。 

（４）労災保険関係 

労災保険関係については、労災保険料は令和３年４月に改訂予定だったが、社

会全体の厳しい情勢を踏まえて改定が見送られている。 

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） 

（５）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２年11月末現在の共済契約者数は3,251所（前年同期比▲12所）、被共済者

数は38,847人（前年同期比▲217人）となった。 



 

 林業退職金共済事業本部は、令和２年11月に累積欠損金解消計画を策定し、積極

的な加入促進、業務費用の削減、健全な資産運用に努めている。 

 

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 

林野公共事業（治山事業･林道事業）予算の確保拡充に関する要望活動の一環として、

11月16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24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「2021治山･林道のつどい」を開催し林野公共事業の拡充に関す

る決議を行うなど、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４５回「水の週間」への対応 

 毎年８月に行われる「水の週間」中央行事については、本年も昨年に引き続き対面

行事は中止となったことから、「森林の働きとおいしい水」と題し動画を作成し、水の

週間のホームページ上で公開し PRに努めた。 

 

４ 木材需要対策（木材需要拡大部会長  本郷浩二） 

（１）令和３年の住宅着工は、コロナ禍で対前年10％の減少となった令和２年に比べ

て若干の改善が見られ、総戸数で８５万６千戸、木造住宅は５０万２千戸といずれ

も前年比で105.0％、104.8％という実績となった。 

令和４年に向けては、令和３年度の異例の大型補正予算措置及び令和４年度の史

上最高額の当初予算による景気対策等が措置されており、コロナ感染症拡大下にあ

るものの、景気の回復に連動した住宅着工の回復が図られると見通されている。 

中・長期的には住宅需要が落ち込んでいくと予想される中、引き続き非住宅分野

への木材利用拡大や輸出への取り組み等の新たな木材需要拡大対策に一層取り組ん

でいくことが必要な状況となっている。 

（２）令和３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、令和元年５月に設立された「森林（もり）を活かす都市（まち）の

木造化推進協議会」は、同年４月に設立された「森林を活かす都市の木造化推進議

員連盟」に対して、令和３年２月及び５月に開催された議員連盟の第１回及び第２

回総会で了承された議員提出法案の「木材利用促進法改正案」の早期成立について

要望した結果、衆議院での議決を経て６月11日の参議院本会議において全会一致で

法案が可決成立した。 

これを受けて開催された第３回の議員連盟総会（６月14日）において、協議会の

前田会長からお礼の挨拶を行った。続いて、同年7月に協議会主催の法律説明会を開

催するとともに、10月8日には、10月1日の法律施行を記念した講演会・シンポジウ

ムを開催し、会場参加270名、ＷＥＢ視聴530名の参加を得て盛大に実施した。因み

に10月8日は第1回の「木材利用促進の日」であり、当該イベントを契機に木材利用

による森林整備の促進や森林資源の循環利用システムの国民運動としての浸透・普

及並びに木材利用と森林循環システムの大切さの周知に向けた活動に取り組むこと

とした。 

第二として、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

の確保等に積極的に取り組んだ。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

等が前年度に続き、令和３年度の補正予算及び令和４年度の当初予算にも引き続き

盛り込まれた。 

第三として、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、内装等への木材の利用制限及び耐火建築物の規定の緩和に係る

改正建築基準法の更なる活用により、木造化・木質化に関する設計・施工が機動的

・弾力的に進められ、着実に実績の増加につながることとなった。 

第四として、新たな国産材利用拡大対策構築に向けた具体的な取組みとして、平

成３０年１０月に設立された「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」が昨年１２月に73社に増加

するとともに、国産材をふんだんに使用した住宅を建築してきた工務店のグループ

からの要望に基づき、新たに令和３年10月に『国産材の家認定制度』を創設し、趣

旨の周知等が進められた。 



 

第五として、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、新たに宮崎県

（R3.3.17）、三重県（R3.3.24）、愛知県（R3.10.15）において条例が制定された。 

※ 京都府（25番目）も準備中。 

また、日本経済同友会や経団連等の経済団体及び全国知事会に設置された「国

産木材活用ＰＴ」に加え、全国市長会・全国町村会や各議会議長会並びに令和３

年４月に設立された「日本木造分譲住宅協会」等との情報交換や連携を進めるな

ど、経済界や地方自治体、企業・団体の動きを踏まえた横の連携活動にも引き続

き取り組んだ。 

なお、昨年３月頃から顕著となった木材不足の状況に対処するため、木材加工

流通施設への助成やリース施設への利子助成に加え、林野庁主催の需給情報連絡

協議会への県木連の参画などの支援策を林野庁と連携して進めた。 

 

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都道府県の林活地方議連（都道府県議員1,866名及び市町村422）の参加によ

り構成している。 

令和３年度定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大のため、中止し書面開催

とならざるを得なかったが、「森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する提

言」の採択を行うとともに、会長が「森林と林業」に記事を掲載するなどの活動を

行った。 

このほか、１１月の役員会においては、農林水産大臣、林野庁長官、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。 

新型コロナウイルス感染症拡大のため、総会は開催できなかったが、林野庁から

の情報については、協議会会員と共有した。 

 

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。 

１月２４日及び８月３１日に「緑の募金協力会代表世話人会」を砂防会館で

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。 

新型コロナウイルスの感染拡大のため、総会等を開催することができなかった、

なお、国有林野事業の一般会計化から既に９年が経過し、協議会の今後にあり方

について、次回の総会までに検討することとしている。 


