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【情報提供】令和２年度全国常勤役員・参事級
会議より

　令和 3 年２月９日にオンライン開催された、「令和２年度
全国常勤役員・参事級会議」において、以下の議題につい
て説明がありましたので、うち、特に重要と思われるもの
をピックアップしてお知らせします。

＜次第＞
⒈今後の林政の展開等について
　①令和３年度林野庁予算・税制改正について
　②森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法につい
　て（間伐特措法の延長について）
　③民法・不動産登記法について（民法・不動産登記法の
　改正等について）
　④森林組合法の改正等に係る関連事項について

⒉次期森林組合系統運動の検討状況について

⒊全森連第 26 期役員選任手続について

⒋全森連各部からの報告事項
　①組織部からの報告事項（森林経営管理制度及び森林環
　境譲与税の取組、森林整備事業課題対応、森林施業プラ
　ンナー・森林経営プランナー育成、低コスト造林プロジェ
　クト）
　②系統事業部からの報告事項（購買取扱商品の紹介）
　③監査部からの報告事項（森林組合系統における不適正
　事案発生状況とコンプライアンスに係る取組について、
　コンプライアンス体制の確立に向けて）

　Ⅰ　全国森林組合連合会からの報告事項
　⒈組織部より
　〜「低コスト再造林プロジェクト」の立上げについて〜
　⑴プロジェクトの狙い
　　日本の森林は戦後造林された人工林が中心で、その約
　半数が一般的な主伐期にあたる 50 年超を迎えつつあり、
　「伐って植える（再造林）こと」が必要な状況になってい
　ます。各地で主伐に取り組み始めていますが、森林所有
　者の高齢化に加え、長引く立木価格の低迷及び再造林コ
　ストの高止まり等から再造林が難しい地域が出てきてい
　ます。こうしたなか、「植える→育てる→収穫（伐採）す
　る→植える（再造林）」といった生物多様性や水土保全機
　能にも配慮した循環型の森林・林業経営の一つの施業体
　系を目指すべく、「低コスト再造林プロジェクト」を立ち
　上げました。　

　⑵プロジェクトのポイント
　・早生樹の活用−伐期の短縮（50 年から 30 年）し、短い
　周期で収益の増加を目指す。
　・コンテナ大苗による一体作業−コンテナ大苗を活用す
　ることで、伐採・造林の一体作業による地拵えの省略、
　下刈回数の削減によるコスト半減を目指す。
　・植林の疎植−低密度植栽により短伐期、かつ間伐作業
　を省略することでコストの低減を目指す。
　
　⑶プロジェクトの効果（目指す姿）

　※なお、プロジェクト立ち上げに伴い、取組内容等を紹介
　しますシンポジウムが、以下の通り開催されますので、
　ご興味がございましたら、各自でお申し込みの上、ご参
　加いただきますようお願いします。
　
　＜低コスト再造林プロジェクトシンポジウム＞
　①主　　催｜全国森林組合連合会、農林中央金庫
　②開催日時｜令和 3 年３月９日（火）13:30 〜 15:00
　③開催方式｜オンライン（ZOOM ウェビナー配信）
　④内　　容｜主催者挨拶
　　（予定）　　来賓挨拶
　　　　　　　基調講演
　　　　　　　・「自立的に循環する林業へのファーストステッ
　　　　　　　プ」~30 年後の森林林業に向けたバックキャス
　　　　　　　ティング ~
　　　　　　　　　講演者　大貫　肇　氏
　　　　　　　　　（物林株式会社　新規事業推進担当部長）
　　　　　　　パネルディスカッション
　　　　　　　＜パネリスト＞　
　　　　　　　　　大貫　肇　氏
　　　　　　　　　近藤　禎二　氏
　　　　　　　　　（森林総合研究所林木育種センター（元）育種部長）
　　　　　　　　　田中　賢治　氏
　　　　　　　　　（国土防災技術株式会社　取締役事業本部長）
　　　　　　　　　仲尾　浩　氏
　　　　　　　　　（有限会社愛美林　代表取締役）
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　☆令和３年度　林野庁税制改正事項
　［延長事項］
　①軽油引取税の課税免除の特例措置（林業、木材加工業、
　木材市場業、堆肥製造業）について、木材加工業のうち、
　木材注薬業を適用対象から除外した上、その適用期限を 3
　年延長する。
　（軽油引取税）
　②農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対
　する税率の軽減措置（0.4% → 0.15％）の適用期限を 2 年
　延長する。（登録免許税）
　③農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて
　取得した農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同
　利用施設にかかる課税標準の特例措置（取得価格のうち
　貸付金相当分を控除、上限 1/2）の適用期限を 2 年延長する。
　（不動産取得税）
　④中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
　（30％）又は税額控除（7％）［中小企業投資促進税制］に
　ついて、対象事業の追加等の見直しを行った上、その適
　用期限を 2 年延長する。（所得税・法人税）
　・中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合
　の即時償却又は税額控除（10％、資本金３千万円超の法
　人は 7％）［中小企業経営強化税制］について、関係法令
　の改正を前提に、特定経営力向上設備等の対象に経営資　
　源集約化後の生産性向上に必要不可欠な設備を加えた上、
　その適用期限を 2 年延長する。（所得税・法人税）
　

　Ⅱ　林野庁からの報告事項

　⒈現行法による支援措置の延長
　⑴市町が策定する「特定間伐等促進計画」に基づく間
　伐等の実施に対する以下の支援措置の期限を令和 12
　（2030）年度まで１０年間延長する。
　・法定交付金（美しい森林づくり基盤整備交付金）
　・森林整備事業の地方負担分に係る地方債の起債の特例
　⑵特定母樹の増殖を行う民間事業者に対する林業・木
　　材産業改善資金の償還期間の特例等の支援措置の期限
　　を令和 12（2030）年度まで１０年間延長する。
　⒉再造林を促進する措置の創設
　　特定母樹から育成された苗木（特定苗木）を積極的に
　用いた際造林を計画的かつ効率的に推進するため、都道
　府県知事が、
　①自然的社会的条件から見て植栽に適した区域（特定植
　栽促進区域）を指定
　②区域内で特定苗木の植栽を実施しようとする林業事業
　体等が作成する計画（特定植栽事業計画）を認定
　③計画の認定を受けた者に対し、林業・木材産業改善資
　金の償還期間の延長等の支援措置を講じる制度の創設
　＜施行期日　令和３年４月１日＞　

 
　⑤参加方法｜参加申込書にご記入いただき、次のメールアドレ
　　　　　　　スに添付して送信してください。
　　　　　　　なお、申し込みの際は、各組合で参加者を取りま
　　　　　　　とめのうえ、直接お申し込み願います。
　　　　　　　E-mail：　suyama@zenmori.org
　　　　　　　※様式は全国森林組合連合会ＨＰ（http://www.
　　　　　　　zenmori.org/）よりダウンロードしてください。

　⒉監査部より
　（1）コンプライアンス体制の確立に向けて〜
　　依然として、森林組合系統の不適正事案が報告されて
　おります。
　　先日の「総務・指導担当者会議」でもお伝えしましたが、
　再度報告します。
　①補助金不正受給例の概要
　➡︎経費、事業量等の過大申請や不備
　・請負契約や作業費等の経費の過大算定、間伐の未実施
　・未実施箇所を含めた交付申請
　・未実施箇所や規定の間伐率を超えて実施した箇所の
　　交付申請
　・面積の改ざんや未実施申請等による補助金の不正受給
　・間伐や作業道について、森林経営計画終期を超えた施業、　
　前回間伐から 5 年以内の施業、補助金対象外の作業道補
　修等、補助要件を満たさない補助金受給
　➡︎組合員からの同意が得られていない事業実施
　・森林整備地域活動支援交付金を活用して作成した森林
　経営計画の一部に、森林所有者の動員を得ずに契約書を　
　作成し、同交付金を不正に受給したことが、通報により
　発覚。
　・森林所有者から事業の着手の承諾を得ずに事業を実施、
　また、事業が完了していないのに、補助金を受領したこ
　とが、森林所有者の指摘により発覚。
　・森林所有者の造林委託契約書、森林経営計画委託契約
　書を無断で作成して搬出間伐を実施し補助金を受給。
　　現地を見た森林所有者からの問い合わせにより発覚。
　②苗木産地偽装事案の概要
　・国発注事業を受注した事業者から発注された資材（苗
　木）の納入について、他県の苗木生産者名義の発送明細
　書を偽造のうえ、県内産苗木を他県産苗木として販売。
　　また、林業種苗法に定める配布事業者表示票を添付し
　ていなかった。
　③誤伐事案の概要
　・契約に至っていない市有林を、契約が締結されている
　と誤認し、間伐を実施。現地を確認した市担当者により
　発覚。
　・間伐の実施にあたり、所有者から測量等の了承を得た際、
　間伐の了承も得たと思い込み、協定書を締結しないまま
　間伐を実施。所有者から、間伐の了承はしていない旨の
　指摘があり発覚。

　☆森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法につい
　て（間伐特措法の延長について）
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　☆民法・不動産登記法の改正等について
　⒈所有者不明土地の発生を予防するための仕組み
　⑴登記申請の一部の義務化（不動産登記法改正）
　　①不動産を相続により取得した相続人は、相続の開始
　　から３年以内に相続登記をこなうことが義務化される
　　②相続登記の義務の履行を軽減する仕組みとして、「相
　　続人申告登記（仮称）」という報告的な登記が創設され
　　る。
　　③登記名義人に氏名や住所変更があった場合は、２年
　　以内に登記申請を行うことが義務化される。
　　※ 1　上記については、改正法が施行される前に発生し
　　　　た相続等も遡及的に適用され、数次相続が発生し
　　　　ている場合についても原則的に義務となる。
　　※ 2　相続人申告登記（仮称）とは、法定相続人の 1 人
　　　　であることを登記官に報告するもの。通常の登記
　　　　とは異なり、相続人全員での申請は不要であり、
　　　　持分割合が確定していなくてもすることが可能
　　※ 3　法定相続分での登記や、相続人申告登記（仮称）
　　　　を行っても、遺産分割を実施し、持分割合を確定
　　　　させることは引き続き要請される。
　
　⑵法務局による所有者情報の把握及び登記への反映（不
　　動産登記法改正）
　　①法務局が住民基本台帳ネットワーク（以下、住基ネッ
　　ト）を参照し、登記名義人の氏名・住所の異動や登記　　　
　　名義人の死亡の有無を確認することが可能となる。
　　②登記名義人に確認を経て、法務局が登記名義人の氏
　　名・住所の変更を行うことが可能となる。
　　③登記名義人が死亡していることが確認された場合は、
　　登記上その旨を表す符号を表示することが可能となる。
　　④登記名義人が外国に居住している場合は、国内の連
　　絡先（第三者でも可）を登記する事が必要となる。
　　※法務局が住基ネットに照会できるよう、改正法が施
　　行された後に登記名義人となった者は新たに生年月日
　　等の検索用情報の提供も行う必要がある（改正法の施
　　行前の登記名義人は任意で提供することが可能）　。
　⑶登記情報のさらなる活用（不動産登記法改正）
　　①所有不動産記録証明制度（仮称）を創設し、登記名
　　義人を単位とする、いわゆる “名寄せ帳” を登記所から
　　取得できるようになる。
　　②登記簿の附属書類として登記所に保管されている、
　　過去の登記申請に係る申請書や住民票、戸籍謄本、遺
　　言書など所有者探索の端緒となる書類の閲覧が可能と
　　なる。
　　※ 1　①を取得できる者は登記名義人又はその相続人に

　　　　限定される。
　　※ 2　②を閲覧できる者は閲覧につき正当な理由がある
　　　　者に限定される。
　⑷土地の所有権を国庫に帰属させる制度の創設（新法
　　　の制定）
　　①相続により取得した土地の所有権を国庫に帰属させ
　　ることについて承認を求める事が可能となる。
　　※ 1　共有物である場合は共有者全員による承認申請が
　　　　必要がある。
　　※ 2　承認申請は法務局に対して行い、審査手数料を負
　　　　担する必要がある。
　　※ 3　担保権等が設定された土地や境界が不明である土
　　　　地、管理・処分するのに過分な費用がかかる土地
　　　　等は国庫への帰属が認められない。
　　※ 4　10 年分の管理費用に相当する負担金を国に納め
　　　　る必要がある。

　⒉所有者不明土地を円滑・適正に利用するための仕組み
　⑴共有物の利用の円滑化（民法改正）
　　①共有者の一部が不明である場合に、当該不明共有者
　　を除いて、共有物の管理や変更が可能となる
　　②催告しても意見を述べない共有者を除外して、共有
　　物の管理を行うことが可能となる。
　　③共有物の形状や効用に著しい変更が伴わない範囲に
　　ついては、共有持分の過半によって変更行為を行う事
　　が可能となる。
　　④樹木の栽植や伐採を目的とする 10 年以内に賃貸借等
　　の設定については、共有持分の過半によって決する事
　　けることが可能となる。
　　※1　①及び②は地方裁判所の手続きを経る必要がある。
　　※ 2　③「形状や効用に著しい変更」の解釈については
　　　　追って確認する。
　　※ 3　③及び④について、持分の過半で決することが可
　　　　能とは言え、確知されている共有者全員との合意
　　　　形成を行わないことは不適当である。
　　※ 4　共有者が不明であることは戸籍調査などを実施
　　　　し、裁判所に適切な探索が行われたことを認めて
　　　　もらう必要がある。
　⑵共有関係の解消の促進（民法改正）
　　①不明共有者の持分に相当する額を供託し、不明共有
　　者の持分を共有者が取得することや共有者が譲渡を受
　　けることが可能となる。
　　※ 1　地方裁判所の手続きを経る必要がある。
　　※ 2　不明共有者の探索については２（１）※ 4 と同様。
　⑶所有者不明土地・管理不全土地の管理の促進（民法
　　改正）
　　①土地の所有者の全部又は一部が不明である場合や所
　　有者の所在が判明しているものの当該土地の管理が不
　　適当である場合について、当該土地に特化した財産管
　　理人の選任を申し立て、当該管理人による管理の実施

［税制改正見直し事項（廃止等）］
　・特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特
　別償却（30％）又は税額控除（7％）［商業・サービス業・
　農林水産業活性化税制］は、適用期限の到来をもって廃
　止する。（所得税・法人税）
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台風・山火事などの災害による森林の損害に備え、森林保険に加入ください。

【トピック】新たな森林空間利用について〜森林
技術１月号、令和元年度森林・林業白書より〜

　森林に期待する役割は、時代とともに変化しており、令和
元年度の森林・林業白書によりますと、図のとおり近年の
気象災害を受け、「山崩れや洪水などの災害を防止する働き」
が一位、「二酸化炭素を吸収することにより、地球温暖化防
止に貢献する働き」が二位となっています。
一方、内閣府による「森林と生活に関する世論調査」にお
いて、日常生活の中で、森林でどのようなことを行いたい
か聞いたところ、「心身の健康づくりのための森林内の散歩
やウォーキング」が最も高く、次いで「森林の中でのラン
ニングや自転車による走行」、森林の中での音楽鑑賞および
芸術鑑賞などの文化的活動」、「森林の中で自然を活用した
保育・幼児教育」の順になっています。
　さらに、近年国民の生活スタイルが「モノ消費からコト
消費へ」、　「経済的な豊かさから心の豊かの重視へ」と変化
しており、企業経営においても「働き方改革」や「健康経営」
等が求められていることから、観光・レジャー、健康、教
育等を目的として森林空間を利用する新たな動きが広がっ

ています。

　これらの動きは、SDGs の目標のうち目標３（健康）、目
標４（教育）、に加え、目標８（雇用創出や労働環境の改善）、
目標 9,12（持続可能な産業の発展）にも貢献でき、多様化
する国民の新たなニーズに対応した森林空間利用が広がれ
ば、目標 11（都市と農村との交流）が進み、森林の持つ様々
な価値の理解が促進され、目標 15（森林の整備・保全への
協力・支援）につながっていくと考えられます。
　以上のことから、新たな森林空間利用は今後盛んになっ
ていくと思われます。具体的な取組事例について、継続的
に情報提供していきますので、事業のご参考にしてくださ
い。

　　が可能となる。
　　②隣地の竹木の枝が越境してきた場合において、当該
　　竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわ
　　らず、当該所有者が枝を切除しないとき、当該所有者
　　が不明であるとき又は急迫の事情があるときは、越境
　　された土地の所有者において枝の切除が可能となる。
　　※ 1　土地の概念にはその土地の上の立木も含まれる。
　　※ 2　利害関係人が地方裁判所に申し立てることにな
　　　　る。
　　※ 3　利害関係人の範囲は個別具体のケースに応じて裁
　　　　判所が判断する。
　　※ 4　不明所有者・不明共有者の探索については、２（１）
　　　　※ 4 と同様。
　　※ 5　管理が不適当であることについては、権利や利益
　　　　が侵害されている事実、又は侵害されるおそれが
　　　　ある蓋然性を、侵害を受ける側において立証する
　　　　必要がある。
　　※ 6　相隣関係規定において改正が検討されていた、い
　　　　わゆる管理措置請求（他の土地等の瑕疵に対する
　　　　工事）については、１月 26 日付け第 25 回部会に
　　　　おいて改正事項から削除する。
　※この改正は、令和 3年３月に国会に提出される予定な
　ので、成立しましたら改めてご案内します。


