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令和3年　年頭あいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　三重県森林組合連合会
　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事会長　上田　和久

新年あけましておめでとうございます。
　日頃から皆様には、本会の運営につきまして格別のご理解、ご
協力をいただいておりますこと、心より厚く御礼申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症が世界各国で重大な影響を
及ぼした一年でした。日本国内でも猛威を振るい、4 月には緊急
事態宣言が発出されたことで、社会経済活動の自粛などに大きな
影響を及ぼしています。また、7 月には第二波、11 月には第三波
が発生し、今なお感染の勢いは衰えるどころか、拡大に歯止めが
かかっていない状態であり、一刻も早い感染終息が望まれるとこ
ろです。
　さらに、気象災害も各地で発生し、特に 7 月豪雨では、九州地
方を中心にした大規模な線状降水帯の発生したことで、中部地域
に至る広範囲にわたって記録的な大雨が観測され、そのことが要
因となって河川の氾濫を引き起こし、人的・家屋被害が多数発生
しました。
　森林・林業界にとっても新型コロナウイルスの影響により、木
材需要の大幅な減少、木材価格の下落を招きました。徐々に回復
の兆しが見られるようになりましたが、今なお従前の水準まで
戻っていません。
　また、昨年度より「森林経営管理制度」に伴う意向調査、森林
境界明確化、森林の現況調査等が始まっています。市町ごとで進
捗度に差はあるものの、着実に事業が進んでいると聞き及んでい
ます。
　我々、森林組合系統として、関係諸機関と連携しながら、地域
の森林の適切な管理、「林業の成長産業化」の実現に向け努力し
て参る所存ですので、会員の皆様におかれましては、これまで以
上のご支援、ご協力を賜りますことをお願い申し上げますととも
に、皆様方のご多幸、ご健勝を祈願しまして、新年の挨拶とさせ
ていただきます。

令和3年　年頭御挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　全国森林組合連合会
　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事会長　村松　二郎

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　平素は、弊会の業務運営につきまして特段のご理解、ご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。昨年は、何と申しましても新型コ
ロナウイルス（COVID-19）の世界的な感染拡大という、全く予
期しなかった事態に苛まれた一年となりました。

未知のウイルスによる健康被害と、感染拡大を防ぐための活動自
粛措置による経済的打撃という先行きの見えない二重苦に直面す
るとともに、日常生活や社会活動の在り方も一変してしまいまし
た。
この困難な中、皆様には森林組合系統の事業活動継続のため、ご
支援、ご尽力をいただきましたことに厚く御礼を申し上げます。
残念ながら今もって感染の収束は見通せませんが、この正念場を
森林組合系統の結束で乗り越えていかねばならないと考えていま
す。
そして、ウィズコロナということで、十全に感染予防に努めなが
ら、必要な取組は進めていかなければなりません。
森林経営管理制度の着実な推進に向けては、地域の森林管理主体
である森林組合系統が中心となって取り組んでいく必要があり、
令和２年度から４００億円に増額された森林環境譲与税を地域林
業に有効に活用するためにも、市町村と連携しながら森林所有者
への意向調査や、意欲と能力ある林業経営者への登録を進めてい
るところです。
一方で、林道や路網の整備は未だ遅れており、こうした林業生産
基盤を早急に整えていく必要があるほか、境界不明や所有者不明
森林の増加に対し、ＩＣＴ技術の活用も含めた林業イノベーショ
ンを進め、林地情報の活用による施業の集約化・効率化が求めら
れるとともに、伐って、使って、植えて、育てるというＳＤＧｓ
時代に即した国産材利用の拡大も必要です。
こうした中、昨年、森林組合法が改正され、森林組合系統の経営
基盤強化に向け、合併以外の事業譲渡・吸収分割・新設分割といっ
た多様な連携手法が導入されることとなったほか、正組合員資格
の拡大や業務執行体制の強化策が講じられることとなりました。
現在、次期森林組合系統運動の基本方向のとりまとめに向け協議
を進めているところですが、様々な施策・制度を活用しながら、
森林組合系統の基盤強化や販売事業の強化等に向け、積極果敢な
運動を展開していきたいと考えています。
また、近年、大規模災害が常態化しつつありますが、森林組合系
統においても７月豪雨災害や９月の台風災害などにより、甚大な
被害が発生いたしました。
被災地においては、今なお、懸命に復旧・復興を進めていただい
ているところですが、被災系統への支援募金活動につきまして、
大変多くのご厚志をお寄せいただきましたことに、改めて感謝を
申し上げますとともに、事前防災、減災に向けての緑の国土強靭
化を強く推し進めていかなければならないと考えます。
さて、弊会は先月、事務所を千代田区鍛冶町に移転いたしました。
これを機に、森林組合系統の発展と我が国森林・林業の振興に向
け、役職員一同、より一層精進する所存でございますので、今後
とも、倍旧のご指導、ご支援、ご協力を賜わりますようお願い申
し上げます。
結びに、コロナ禍が一日も早く終息し、本年が皆様にとって幸多
き一年となりますよう祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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　令和２年 12 月 21 日の参事会議でもお伝えしました通り、森林
組合法及び会社法改正に伴う模範定款例の変更が、令和３年４月
１日より施行されます。
　現時点で確定ではありませんが、全国森林組合連合会に確認し
たところ、ほぼ確定とのことでしたので、修正箇所が多数ござい
ます都合上、変更点をご確認していただき、令和３年度の総代会
での決議に向け準備作業をお願いします。
　なお、模範定款例の改正のポイント以下の通りです。

1. 改正の対象
(1) 森林組合模範定款例 ( 事務次官通知 )
(2) 森林組合模範定款例　附属書　森林組合役員選挙規程例 ( 事
務次官通知 )
(3) 森林組合模範定款例　附属書　森林組合役員選任規程例 ( 事
務次官通知 )
(4) 森林組合模範定款例　附属書　森林組合総代選挙規程例 ( 事
務次官通知 )
(5) 生産森林組合模範定款例 ( 事務次官通知 )

2. 改正内容
(1) 森林組合法改正に伴う改正
・公告の手続に「新設分割又は吸収分割」（以下「分割」という）
を追加（森林組合模範定款例　第 6 条）

・組合員資格における後継者規定の規定改正（森林組合模範定款
例　第 7 条、第 8 条）

・総会決議事項に、分割及び事業譲渡を追加（森林組合模範定款
例　第 46 条、第 49 条、生産森林組合模範定款例　第 41 条、第
44 条）

・総会決議事項に、加入している連合会が分割する場合の同意を
追加（森林組合模範定款例　第 46 条）

・専用契約の廃止（森林組合模範定款例　第 61 条）

・用語の修正等　「議決」　→　「決議」、「たる」　→　「である」

(2) 正組合員資格の拡大による後継者など組合員の組合参画の促
進や、コロナ化の影響により顕在化した総会における議決権行使
のあり方等へ対応するための改正

　現行規定が、議決権の行使等について総会への実出席を原則と
し、備考に書面又は電磁的方法による議決権行使も可能であるこ
とについて規定しているところ、書面による議決権の行使も可能
であることを原則とし、これによらない場合について備考に電磁
的方法又は実出席について規定する。
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森林組合法等改正に係る模範定款例変更のポイント ・総会の招集手続
＜対象条文＞森林組合模範定款例　第 44 条
・議決権の行使
＜対象条文＞森林組合模範定款例　第 51 条
・役員選挙、総代選挙における選挙権の行使、役員選任における
議決権の行使
＜対象条文＞選挙規程、選任規程、総代選挙規程
※生産森林組合の性格上、書面等による議決権の行使については、
森林組合ほど想定されていないことから、従来通りの規定ぶりと
する。このため、生産森林組合の役員の選挙・選任、総代選挙の
規定については、森林組合の附属書 (1.(2) ～ (4)) を準用しないで、
生産森林組合模範定款例の附属書として規程例を新たに整備。

(3) 会社法改正 ( 令和元年 12 月 11 日公布 ) に伴う改正
・森林組合とその役員との間の補償契約に係る規定の新設
＜対象条文＞森林組合模範定款例　第 38 条
・役員のために締結される保険契約 ( いわゆる会社役員賠償責任
保険 ) に係る規定の新設
＜対象条文＞森林組合模範定款例　第 38 条
・議決権行使書面の閲覧等の請求に係る規定の新設
＜対象条文＞森林組合模範定款例　第 51 条
　　　　　　生産森林組合模範定款例　第 46 条
　　　　　　選挙規程、選任規程、総代選挙規程

3. 施行期日
令和 3 年 4 月 1 日

　なお、定款例は確定版が通達され次第ご案内いたします。

令和３年度　林野関係予算の概要及び重点事項につい
て

令和３年度 林野関係予算の概要
単位：億円

TPP等対策 防災・減災 災害復旧等 計
公共事業費 1,931 1,970 158 799 386 1,343 3,313

（対前年⽐） 102.0% 171.6%
 ⼀般公共事業費 1,830 1,868 158 799 957 2,825

（対前年⽐） 102.1% 154.4%
 治⼭事業費 607 619 461 461 1,080

（対前年⽐） 102.1% 178.0%
 森林整備事業費 1,223 1,248 158 338 496 1,744

（対前年⽐） 102.1% 142.6%
 災害復旧等事業費 102 103 386 386 489

（対前年⽐） 101.2% 481.0%
⾮公共事業費 1,075 1,063 212 212 1,275

（対前年⽐） 98.9% 118.6%
 合計 3,006 3,033 370 799 386 1,555 4,588

（対前年⽐） 100.9% 152.6%

２年度
予算額

３年度
概算決定額

２年度補正追加額
合計区分
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　令和２年 12 月 15 日に令和２年度 3 次補正案、令和 2 年 12 月
21 日に令和３年度当初予算案がそれぞれ閣議決定されました。

　令和３年度林野関係予算の概要
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　令和３年度林野関係予算の重点事項
　
　森林資源の適切な管理と林業の成長産業化の実現
　~コロナを契機とした山村での事業・雇用と定住環境の創出~
①森林整備事業 < 公共 >
〇森林資源の適切な管理と林業の成長産業化を実現し、 国土強靱
化や地球温暖化防止等にも貢献するため、間伐や主伐後の再造林、
幹線となる林道の開設・改良等 推進
・森林の防災・保水機能を適切に発揮するため、重要なインフラ
施設の周辺や氾濫した河川の上流域等での間 伐等や、林道の整
備・改良等の対策を実施・支援

② 治山事業 < 公共 >
〇激甚な山地災害からの復旧とともに、地球温暖化に伴う豪雨の
増加等を踏まえ、山地災害危険地区における レーザ計測による
災害リスクの把握や治山施設の設置 等のハード・ソフト一体的
な対策、流木対策等を強化
・森林の防災・保水機能を適切に発揮するため、山地災害危険地
区や氾濫した河川の上流域等において、治山施設の整備等による
流木・土石流・山腹崩壊の抑制対 策等を実施・支援

③農山漁村地域整備交付金 < 公共 >
〇地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や 農山漁
村の防災・減災対策に必要な交付金を交付

④林業成長産業化総合対策等
〇林業の成長産業化を実現するため、川上から川下まで の取組
を総合的に支援

ア 林業・木材産業成長産業化促進対策
〇意欲と能力のある林業経営者を育成し、木材生産を通じた持続
的な林業経営を確立するため、出荷ロットの大規模化のための共
同販売体制の構築、主伐と再造林を一貫して行う施業、路網の整
備・機能強化、高性能林業機械の導入、労働安全・省力化に資 
する木材加工流通施設、特用林産振興施設の整備等 を総合的に
支援
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う木材需要の停滞を
踏まえ、保育間伐、造林・下刈り等の原 木生産を伴わない森林
整備を支援

イ 林業イノベーション推進総合対策
〇 ICT による資源管理・生産管理を行うスマート林業、早生樹・
エリートツリー等の利用拡大、植林作業の自動化機械や木質系新
素材の開発等による「林業イノベーション」の取組を支援

ウ 木材の需要拡大・流通改革
〇都市における木材需要の拡大に向けた木質耐火部材等の利用実
証、先駆的な建築物・まちづくりの実証といった CLT( 直交集成
板 ) 等の利用環境の整 備、大径化した原木の利用のための製材・
乾燥方法等の技術の開発、民間との連携による中高層・非住宅建
築物等への木材利用の促進、無垢材も活用したオフィス等非住宅

建築物の内装の木質化の促進、公共建築物の木造化・木質化等に
よる新たな木材需要の創出、高耐久処理木材等の高付加価値な木
材製品の輸出の拡大、木質バイオマスの持続的活用のための地域
の体制づくり、サプライチェーン構築に向けた実需者とのマッチ
ング等の取組を支援
・合板・製材・構造用集成材等の国際競争力を強化するため、流
通木材の合法性確認システムの構築に向 けた調査等を実施

エ 現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策
〇林業の現場管理責任者や統括現場管理責任者、施業の集約化を
担う森林施業プランナーや木材の有利販売等に取り組む経営者
( 森林経営プランナー ) の育 成、林業労働安全を推進するための
取組等を支援

⑤合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対 策 < 一部公
共 >
・合板・製材・構造用集成材等の国際競争力を強化するため、路
網の整備・機能強化や高性能林業機械の導入、伐採・造林作業の
自動化や遠隔操作技術の導入・ 実証、加工施設の大規模化・高効
率化や輸出向け等の高付加価値品目への転換、輸出先国の規格・
基準に対応した製品の技術開発や合法性を確認するためのシステ
ムの構築のための調査、木材製品等の技術開発等を支援
・「グリーン社会」の実現に向け、再造林等の森林の若返りを図
るための森林整備を実施・支援するとともに、木造建築等の木材
利用や、林地残材の利用拡大に向けた木質バイオマス利用促進施
設の整備を支援

⑥ 「緑の人づくり」総合支援対策
〇林業への就業前の青年に対する給付金の支給、新規就 業者を
現場技能者に育成するための研修、高校生や社会人を対象とした
インターンシップ、森林経営管理制 度を担う技術者の育成等を
支援
・就職氷河期世代が新規就業しやすい環境を整備するため、林業
への適性を見極めるトライアル雇用 ( 短期研修 ) 等を支援

⑦新たな森林空間利用創出対策 
〇働き方改革や健康寿命の延伸にも資する健康・観光・ 教育と
いった分野での森林空間の活用を図るため、ワーケーション等に
よる森林サービス産業のモデル的な 実施、国有林の観光利用を
推進するための多言語によ る情報発信、木道整備等を実施

⑧森林・山村多面的機能発揮対策 
〇森林・山村の多面的機能の発揮や山村地域の活性化を図るため、
地域の活動組織が実施する森林の保全管理、森林資源の利用、関
係人口の拡大を図る取組等を 支援

⑨ 花粉発生源対策推進事業 
〇花粉症対策苗木や広葉樹等への植替え、花粉飛散防止 剤の実
証、花粉飛散量予測の精度向上につながるスギ・ヒノキの雄花の
着花状況調査等の取組のほか、これらの成果の普及啓発等を一体
的に支援

（3）



三重県森林組合連合会情報　　　令和３年 1月 1日発行（4）

　令和２年 12 月 14 日付け事務連絡にてご案内しました標記の件
について、咋年末時点で感染者数の増加に歯止めがかかっていな
い状況です。また、海外においては変異種が発生していると報道
されています。
　これ以上の感染拡大を防ぐため「新型コロナウイルス感染症対
策分科会」からの提言内容の適切な履行の取り組みにご協力をお
願いします。

年始における新年会・成人式及び帰省の留意事項

ー森林・林業関係情報ー　
　経済界において「コロナショック」と呼ばれる、新型コロナウ
イルスの影響が出ています。近年減少傾向だった住宅着工件数に
ついても、追い討ちをかけるように影響を受けております。
　野村総合研究所によると、当初 2020 年度の新設住宅着工件数
は、85 万戸と予測していましたが、5 月の対前年同月比マイナス
15％になったことを受け、最終的に 73 万戸に落ち込むと予測を
下方修正しています（下図参照）。
　2021 年もコロナショックの影響は続き、2020 〜 2021 年度の２
年間で 20 万戸の住宅需要が消失すると予測されてます。

出典：現代林業　1 月号　「アフターコロナの森林・林業・木材産業の
あるべき姿」より

鈴鹿青少年の森通信

　鈴鹿青少年の森では、只今第一炊飯場の屋根工事を行っており
ます。また、1 月下旬より隣接するトイレの浄化槽改修工事を行
う予定となっており、これらの施設が 2 月下旬ごろまで使用する
ことができません。
　改修が終了した際には、コロナウイルスの影響も幾分和らいで
いると期待しています。その節は、同施設においてご家族・ご友
人等でバーバキューを楽しんで頂ければ幸いです。

①鈴鹿青少年の森イベント情報
　令和 3 年 1 月以降に開催予定のイベントについて、お知らせし

ます。
　興味がある方は、鈴鹿青少年の森受付事務所にお尋ねください。

・　湿地帯の保全活動　令和2年 1月 26日 ( 火 )

　　ボランティア活動による湿地帯（シラタマホシクサの生息地）
　の保全

　※例年 2 月に開催している「森の感謝祭」は、コロナウイルスの影
響により、今年度は中止いたします。

②施設の改修について

マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の呼び
かけについて＜再報＞

　令和 2 年 12 月 21 日付け事務連絡にてご案内しました標記の件
について、呼びかけにご協力をお願いします。

　なお、現時点でのマイナンバーカードの取得によるメリットは、
以下の通りです。

　①マイナンバーカードの健康保険証利用は、組合の健康保険に
係る事務コストの縮減が期待される
　②公的な身分証明書になる
　③マイナポイントが、一人当たり上限 5,000 ポイント付与され
　る
　④住民票の写し、課税証明書等がコンビニエンスストアで取得
　できる
　⑤ e-Tax による確定申告等での利用が可能である
　⑥今後、運転免許証との一体化が検討されており、住所変更の　
　際、市町窓口でマイナンバーカードの住所を変更すれば、警察 
　署への届出が不要になる（予定）


