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大臣・副大臣に年賀表敬
日欧ＥＰＡでの慎重な対応を要請

―協会からの情報提
供を一段と充実ー
 一般向け情報誌と
して『森林と林業』
 会員向け情報誌と
して『協会報 日本
林業』を発行
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日本林業協会の前田直
登会長と主要関係団体の
代表は新年挨拶で山本有
二農林水産大臣や齋藤健
農林水産副大臣を相次い
で表敬訪問し、当面する
課題に関する意見交換を
行った。
業界としての関心は、
昨年末に急展開した日欧
EPA（経済連携協定）交渉
の行方だ。昨年末に流れ
た観測では集成材の関税
撤廃の動きも伝えられた
こ とから、業界 には『危
急存亡の時』との声もあ
がっている。新春の意見
交換の場では、慎重な交
渉展開と十分な国内対策
を併せて実施していただ
くように強く要望した。

1月12日には山本農林水産大臣と懇談（写真上）をしたほか、翌13日には齋
藤副大臣に面会し「日欧ＥＰＡ交渉に係る要望書」を手渡す（写真下）。
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日本林業協会内に全国木材組織８団体組織される木材輸入対策協議会（会長：前田直登日本林
業協会会長）は農林水産省への新年挨拶の機会を利用して、現在交渉が進行中の日欧ＥＰＡ協定
を踏まえての要望書をまとめて提出した。要望書及び要望書に添付した資料は以下の通り。

日本林業協会・木材輸入対策協議会（業界８団体加盟）

欧州連合との経済連携協定交渉についての要望
日欧ＥＰＡ協議が早期大筋合意に向けて進められていると聞くが、我が国にとって、欧州連合（ＥＵ）
は、極めて大きな木材輸入先であり、我が国の森林・林業・木材産業への影響は、ＴＰＰ同様、極めて大
きい。
とりわけＳＰＦ製材と集成材、合板競合品のＰＢ（ＯＳＢを含む。）については、ＴＰＰ加盟国以上の輸入規
模となっており、慎重な対応が必要である。
なかでも、集成材輸入におけるＥＵの割合はきわめて大きく、ＴＰＰのような関税の即時撤廃は、業界の
みならず、成長産業化を推し進めている日本林業全体に重大な影響を及ぼすことが懸念される。
ついては、ＥＵからの木材輸入の特性に十分配慮の上、ＴＰＰの大筋合意と同等以上の内容となるよう、
また、十分な国内対策が講じられるよう、特段のご配慮をお願いしたい。

日本林業協会 木材輸入対策協議会
(一社)日本林業協会
(一社)全国木材組合連合会
全国森林組合連合会
日本合板工業組合連合会
日本集成材工業協同組合
全国素材生産業協同組合連合会
日本林業同友会
(一社)日本林業経営者協会
(順不同、８団体）

添付資料１
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前ページからのつづき

添付資料 ２
木造軸組工法住宅用柱１本の価格について
（単位：円/本、％）
廉価住宅用管柱

高級住宅用管柱

スギムクＫＤ材

スギ集成材

ホワイトウッド集成材 ヒノキムクＫＤ材

ヒノキ集成材

3,333

3,450

3,450

5,000

6,000

（100.0）

（103.5）

（103.5）

（150.0）

（180.0）

注） 価格は東京都内の店頭小売価格（平成28年11月）（業界紙調べ）

ＥＵから輸入されるホワイトウッド集成材（ラミナ輸入国内製造品含む）は、スギムク
ＫＤ材やスギ集成材との価格差が、完成品関税率3.9％やラミナ関税率4.8％とほぼ
同じ3.5％程度しかなく、関税撤廃の影響は甚大。

添付資料 ３
ボード類１枚の価格について
（単位：円／枚）
輸入
パーティクルボード

スギ合板

輸入ＯＳＢ

９５０円

８４８円

１，２４０円

（910×1820×12mm）

（910×1820×15mm）

（910×3030×9mm）

※ 47,800円／?

※ 34,100円／?

※ 50,000円／?

（注）価格は業界紙調べ

住宅建築において、競合・代替品の３品目の価格差は、ほとんどみられない
状況であり、関税撤廃の影響は甚大。

添付資料 ４

日本は米国・カナダの重要な市場
区分

輸出先第 1 位(輸出額:百万ドル) 輸出先第２位(輸出額:百万ドル) 輸出先第３位(輸出額:百万ドル)

米国

中国（2,664）

カナダ（2,427）

日本（822）

カナダ

米国（8,829）

中国（1,740）

日本（986）
出典：UNComtrade 2014

日ＥＵの合意内容がＴＰＰより有利となり、日本市場のＥＵシェアが拡大するおそれがあ
れば、米国・カナダは協調してＥＵと同じ条件への変更を求める可能性が高い。
→林産物がＴＰＰ再交渉の引金になるおそれ
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林業関係団体懇談会 林野庁幹部を招いて

平成２９年度林野庁関係予算を説明
日本林業協会は１月
１８日に永田町ビルに
おいて林業関係団体懇
談会（略称：林団懇）
を開催した。
当日は、林野庁から
三浦正充林政部長、織
田央森林整備部長、本
郷浩二国有林野部長の
３部長が出席し、昨年
末に決定した平成２９
年度の林野庁関係予算
及び平成２９年度の税
制改正の内容について
関係する分野について
の説明を行った。

林団懇に来賓として出席した林野庁幹部の３部長は、主に新規事業を取り上げて、その意図や意気込
みを表明する形のものとなったが、個々の事業説明とは別個に、政策全体に言及した考え方も予算説明
の中でそれぞれに表明した。その部分を本誌視点で取りまとめた。（文責本誌）
三浦 正充 林政部長
予算内容に関しては総枠での縛りの強い中で、メリハリの付けた予算内容とした。
次世代林業基盤づくり交付金の充実や林業成長産業化地域創出モデル事業を措置する
ほか、人材育成やクリーンウッド法の施行に向けた措置を盛り込むとともにインバウ
ンド需要を呼び込む農泊の推進等にも取り組んだ。一方税制改正に関しては、森林環
境税（仮称）の創設については、〇か×か、本年が天下分け目の年となる。創設に向
けて全力を投入するが、社会全体の理解が得られることが大前提だ。
織田 央 森林整備部長
平成29年度は、森林整備事業、治山事業ともに前年水準を確保できた。去年は治山
が97、森林整備が100、両方で99となっていたことと比べると前進といえる。また、エ
ネルギー対策特別会計予算（エネ特）でも、木材・木質関連予算の拡充が図られてい
る。これについては、手を挙げていただくことが必要で、いろいろな方面にアンテナ
を張って欲しい。なお、地財措置についても、林地台帳整備、集約化、担い手育成、
木材利用の4分野で計画される見込みである。
本郷 浩二 国有林野部長
債務管理特会への繰り入れが増えていく中で、平成29年度は何とか昨年並みの事業
規模を確保できたと考えている。ただし、特会への繰り入れ、債務返済は今後増えて
いくので、これから一般会計の予算が増えない中で、立木販売収入で特会繰出しの予
算増とのバランスをとっていかねばならない。そのためには販価の上昇の方途を探る
とともに、生産性を上げ、流通を合理化するなどコスト削減にも努力したい。
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林野庁人事異動
平成29年 1月 1日付

東北森林管理局盛岡森林管理署長
関東森林管理局福島森林管理署長

関東森林管理局福島森林管理署長
大臣官房政策課調査官兼木材産業課付

長
香

江
月

恭 博
英 伸

林野庁人事異動
平成29年 1月11日付

森林技術総合研修所長
林野庁森林整備部森林利用課長
林野庁森林整備部森林利用課山村振
興・緑化推進室長
林野庁国有林野部付
林野庁林政部企画課課長補佐（企画第
１班担当）
林野庁森林整備部整備課課長補佐（総
括）
林野庁国有林野部経営企画課課長補佐
（総括）
林野庁国有林野部経営企画課課長補佐
（総務班担当）兼国有林野部管理課付

平成28年12月

林野庁森林整備部森林利用課長
林野庁森林整備部森林利用課山村振
興・緑化推進室長
林野庁国有林野部経営企画課課長補佐
（総括）
森林技術総合研修所長
林野庁国有林野部管理課課長補佐（総
務班担当）
林野庁林政部企画課課長補佐（企画第
１班担当）
林野庁森林整備部整備課課長補佐（総
括）
林野庁国有林野部経営企画課課長補佐
（総務班担当）兼森林整備部計画課

国会の動き

1日（木）自民・農林役員会（H29予算編成基本
方針、農林関係予算編成大綱案）
2日（金）自民・農林・食料戦略調査会、農林部
会合同会議（同上）
7日（水）民進・農林水産部門・農政改革研合同
（地域の活力創造プランの農業改革について）
12日（月）自民・農林・食料戦略調査会、農林部
会合同会議（日EU・EPA交渉農林関係状況）
13日（火）自民・木質バイオマス・竹資源活用議
員連盟総会（木質バイオマス利用状況等）
15日（木）自民・農林・食料戦略調査会・農林部
会合同（H29税制改正結果報告他）
16日（金）自民・農林役員会（H29予算大臣折
衝、H28三次補正予算、H29組織・定員要求）
17日（土）第192回臨時国会閉会
19日（月）自民・農林役員会（大臣折衝事項）
21日（水）自民・健康・省エネ住宅を推進する議
員連盟総会（スマートウェルネス事業成果）
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平成29年 1月 業界の動き
4日（水）新年賀詞交換会（石垣記念ホール）
12日（木）山本農林水産大臣との新春懇談会
13日（金）齋藤農林水産副大臣に日欧EPA交渉に関
しての要請活動
16日（月）国有林間伐推進コンクール表彰式
17日（火）「森林と林業」編集会議（林業協会）
18日（水）林業関係団体懇談会 林野庁３部長に
よる平成29年度予算説明会（永田町ビル）
19日（木）東京都木材製品展示会「Woodコレク
ション2017」（東京ドームシティ― 20日まで）
23日（月）ミス日本コンテスト（新宿京王プラザ
ホテル南館）
26日（木）全国林業試験研究機関協議会「第50回
森林・林業技術シンポジウム」（弥生講堂）
27日（金）「第３回林地台帳等今後の森林整備の
推進に向けた協議の場」（農林水産省）
28日（土）森林の仕事ガイダンス（全森連主催、
大阪会場、東京は2/4、名古屋は2/11）

