
 
 

議案第１号 
 

平成 25 年度全国森林環境税創設促進議員連盟事業経過報告 

 

Ⅰ 会議関係 

5 月 27日 正副会長会議  

(東京都「全国町村会館」において、正副会長８人、事務局（随行含む）９人出席)) 

協議題 

(１)第 20回定期総会の日程・会場等について 

(２)総会プログラムについて 

(３)平成 24 年度事業経過報告及び平成 24年度決算報告 

(４)平成 25 年度事業計画及び平成 25 年度予算 

(５)宣言文について 

(６)総会実施要項(役割分担等)について 

(７)平成 26 年度第 21回定期総会の開催地について 

   (８)本連盟の顧問について 

   (９)意見書採択について 

   (10)役員会（ブロック別役員会）の協議題及び進行方法について 

   (11)全国森林環境税創設に関する決議 

   (12)全国森林環境税創設のための衆参両院関係議員への直接要望について 

《会議概要》 

     板垣会長あいさつの後、会長(議長)の進行により議事に入り、協議題(１)から(４)及び、 

    (６)、(８)、(11)、(12)については事務局から説明があり、原案のとおり了承された。 

協議題(５)については、これまでの内容に加え、自然災害により国民の生命財産に甚大 

な被害をもたらす一つの要因が、森林の荒廃によるものであることを強く訴えたらどう 

かといった意見があり、これを追加することとした。 

協議題(７)の平成 26年度定期総会開催地は、総会時の役員会で決定することとした。協 

議題(９)については、各議会で取扱いが違うことから関係団体にも協力依頼する提案が 

出された。協議題(10)のブロック会議については、役員選出のルールづくりや意見書の 

採択方法について協議することとした。 

 

7 月 11日 役員会(理事会) 

 (福島県南会津町「御蔵入交流館」において、会長ほか 32人出席) 

●ブロック会議 

 趣旨説明 

・規約の改正について 

・加入促進活動等について 
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●役員会 

第 20回記念大会(定期総会)提出議案について 

      議事 

   議案第１号 平成 24年度事業経過報告 

議案第２号 平成 24年度決算報告(会計監査報告) 

議案第３号 平成 25年度事業計画 

議案第４号 平成 25 年度予算 

議案第５号 本連盟の顧問について 

議案第６号 意見書採択について 

・大会宣言について 

・次期開催地の選定について 

・各省庁への要望活動について 

《会議概要》 

板垣会長あいさつの後、各ブロックに分かれてブロック会議を行った。その後、記念大 

会(定期総会)提出議案について事務局より説明があり、第１号から第６号議案はいずれ 

も原案のとおり提出することで了承された。次に、大会宣言について原案を了承したの 

に続き、次期総会開催地を大分県日田市で開催することに決定し閉会した。 

 

7月 11 日 第 20回記念大会(定期総会) 

 (福島県南会津町「御蔵入交流館」において、228 人出席)  

議事 

議案第１号 平成 24年度事業経過報告 

議案第２号 平成 24年度決算報告(会計監査報告) 

議案第３号 平成 25度事業計画 

議案第４号 平成 25年度予算 

議案第５号 顧問の設置について 

議案第６号 意見書の提出について 

・大会宣言 

・記念講演 演題 「今後の地方と林業活性化」 

           講師 ㈱日本総合研究所 調査部 主席研究員 

               藻谷浩介 氏 

・ショート・スピーチ 「東日本大震災について」 

         福島県南相馬市議会議員 志賀稔宗 氏 

・次期開催地からのあいさつ 

《会議概要》 

板垣会長から開会のあいさつの後、南会津町長大宅宗吉様より歓迎のあいさつを頂戴し、 
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佐藤英道様、森林・林業活性化促進福島県議会議員連盟会長小桧山善継様、全国町村議 

会議長会会長代理宮城県町村議会議長会会長下山孝雄様、全国森林組合連合会代表理事 
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会長代理全国森林組合連合会常務理事岩田茂樹様、全国森林環境税創設促進連盟会長辻 

一幸様から祝辞を頂戴し、その後来賓紹介と祝電を披露した。 

次に、来賓退席の後、福島県只見町議会議長齋藤邦夫様を会長が議長に指名して議事に 

入り、平成 24年度事業経過報告及び決算報告について事務局から説明があり、近監事か 

ら監査報告が行われ、質疑に入ったが、質疑なく原案のとおり承認された。次に、平成 

25 年度事業計画及び予算について事務局から説明があり、目的達成のためには、会員議 

会が地元の国会議員に強く働きがけを行なう必要があるというご意見があり、原案のと 

おり承認された。次に、顧問の設置について事務局から説明があり原案のとおり承認さ 

れた。次に、意見書の提出について事務局から説明があり、質疑なく、原案のとおり承 

認された。次に、福島県桧枝岐村議会議長星哲二様より大会宣言の朗読があり、満場一 

致で採択された。 

休憩後、㈱日本総合研究所調査部主席研究員藻谷浩介様より「今後の地方と林業活性化」 

と題して記念講演が行われた。引き続き、福島県南相馬市議会議員志賀稔宗様から「東 

日本大震災について」と題してショートスピーチをしていただいた。 

次に、大分県日田市議会議長赤星仁一郎様より次期定期総会開催地からのあいさつがあ 

り、最後に今井副会長(高知県大豊町議会議員)よる閉会のあいさつの後、全日程を終了 

した。 

・交流レセプション (福島県南会津町「はだかや」において 146人出席) 

 

11月５日 正副会長会議  

（東京都「ホテルルポール麹町」において、正副会長８人、事務局(随行含む）９人、 

促進連盟５人） 

協議題 

(１)第 21回定期総会日程、会場等について 

(２)平成 26年度の会費について 

(３)国会議員との懇談会について 

(４)衆参両院国会議員との懇談会について 

(５)その他 

《会議概要》 

板垣会長あいさつの後、総務省自治税務局都道府県税課課長補佐鈴木健一氏から｢「地球 

温暖化対策のための地方の財源確保」をめぐる今後の議論｣の説明を受けた。 

その後、報告事項として、11月までの事業・取り組み経過等や「森林吸収源対策及び地 

球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意見書採択について」の採択状況の報告 

の後に協議に入った。協議題については、事務局から説明があり、協議題(１)平成 26 

年度の定期総会は７月 17日(木)に大分県日田市「日田市民文化会館パトリア日田」を会 

場に行うとの説明があり了承された。協議題(２)については、現行どおりで了承された。 

協議題(３)、(４)については、促進連盟の正副会長の協力を得ながら行なうことで了承 

された。その後、協議題(４)のその他について、促進連盟の副会長から、両連盟の加入 

率を上げる運動が必要だという提案があった。  

4



 
 

２月５日 促進連盟・議員連盟合同正副会長会議  

（東京都「町村会館」正副会長９人、事務局６人） 

第１部 両連盟正副会長による意見交換 

(１)今後の活動の方向性について 

(２)その他 

第２部 行政説明及び意見交換会 

  (１)「平成２６年度税制改正における「森林吸収源対策の財源確保に係る税制 

措置」の取り扱い」 

林野庁企画課長 佐藤 正 氏 

      (２)「平成２６年度税制改正における「地球温暖化対策のための地方の財源確 

保」の取り扱い」 

総務省自治税務局都道府県税課長 開出 英之 氏 

第３部 関係国会議員との意見交換 

(１) 平成２６年度税制改正大綱について 

(２) 今後の活動の方向性について 

《会議概要》 

     第１部では、平成２６年度税制改正大綱を受けて、今後の活動の方向性等について事 

     務局から説明を受けた。第２部で林野庁、総務省から政策説明を受けた後、両連盟から 

質疑があり、今後の活動や要望内容について協議した。第３部では、国会議員に対して 

税制調査会の経緯や、今後の活動等についてなどの質疑、意見交換が行われた。 

 

Ⅱ 活動状況 

４月 26 日 幹事会・会計監査 （新潟県村上市役所） 

・平成 24年度会計監査 

・平成 24年度事業報告及び決算並びに 25年度の事業計画及び予算 

 

５月 28 日 全国森林環境税創設促進連盟理事会・総会 

（東京都「全国町村会館」において、正副会長、事務局長出席） 

 

６月３日～概ね１ヶ月 会員市町村議会により「全国森林環境税の創設に関する決議」を地元 

選出国会議員に要請 

 

８月６日 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意見書採択」 

に関する陳情について発送（全国の市区町村 1,742 議会に依頼） 

 

10月２日 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意見書採 

択」に関する陳情についての採択状況を照会（全国の市区町村 1,362 議会） 
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     務局から説明を受けた。第２部で林野庁、総務省から政策説明を受けた後、両連盟から 
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税制調査会の経緯や、今後の活動等についてなどの質疑、意見交換が行われた。 

 

Ⅱ 活動状況 

４月 26 日 幹事会・会計監査 （新潟県村上市役所） 
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10月 16日 全国森林環境税創設促進連盟臨時正副会長会議及び要請活動 

（東京都「全国町村会館」会長、今井副会長、事務局出席） 
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 11月 27日 全国森林環境税創設促進連盟・議員連盟会長による要請活動 

（東京都「衆参両院議員会館」会長出席） 

 

  12月 19日 第 21回定期総会事前会議 

（大分県日田市「日田市民文化会館パトリア日田」会長、幹事長、事務局出席） 

       

３月 20 日 「連盟だより」（第 16 号）発行 

 

３月 20 日 会員議会へ「連盟だより」及び「第 20回記念大会(定期総会)記録集」送付 
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