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平成２５年度第１回伊賀市島ヶ原財産区管理会議事録 

 

開催日時    平成２５年６月２７日（木）午後１時３０分から午後３時３０分 

出 席 者     管理会会長、副会長、委員５名 

 （事務局）  島ヶ原支所長、振興課長他３名、村主山林管守人 

 （説明者）  農村整備課  ２名 

        三重県伊賀農林事務所 森林保全課 ３名 

        キンキ・パートナーズ（株）２名 

 

１．開会 振興課長 

定刻でございますので、ただ今から平成２５年度第１回伊賀市島ヶ原財産区管理会を

開会いたします。 会議次第２の会長あいさつよろしくお願いいたします。 

 

２．風隼会長あいさつ 

皆さん今日は、本日は平成２５年度第１回伊賀市島ヶ原財産区管理会にご出席いただ

き誠に有難うございます。今年の梅雨は、前半は降雨が無く農作物への影響が心配され

ましたが、先週になりまして、梅雨前線と台風４号によりまして実効雨量１５０ミリを

超える降雨がございました。一転して土砂災害等を心配していましたところ、幸いにい

たしまして、被害が全く無く安堵いたしておる次第でございます。 

本日の会議は、報告事項５件、同意事項１件でございますのでご審議のほどよろしく

お願いいたします。本日は有難うございます。 

 

３．支所長あいさつ 

失礼いたします。皆さん改めましてこんにちは。まずもってこの４月１日の人事異動 

によりまして、前土永支所長の後任といたしまして、島ヶ原支所長を拝命いたしました

増永でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それと、前森田振興課長の後任といたしまして、参事兼振興課長の橋本でございます。 

それと、前西口主幹の後任といたしまして、森岡主幹でございます。よろしくお願いい

たします。 

 さて、平成２５年度の第１回伊賀市島ヶ原財産区管理会を開催いたしましたところ、

皆様方には、公私何かとお忙しいところ、こうしてご出席を賜り誠に有難うございます。 

 平素は伊賀市行政全般に亘りまして、また特に島ヶ原支所事業に対しましてご理解ご

協力を賜っておりますことに対しまして、厚くお礼申し上げます。今後ともよろしくお

願いいたします。 

 今日は、先程会長さんの方からもございましたように、報告事項が５件、同意事項が

１件、その他の項で１件でございます。まず報告第１号の件でございますが、これにつ



2 

 

きましては、市の農村整備課から来ていただいておりますので、説明をさせていただき

ます。報告第２号につきましては、県の伊賀農林事務所から来ていただいて説明をして

いただきます。それと報告３号の件につきましては、広澤地域にキンキ・パートナーズ

がございますが、その工場用地を拡大することについて、財産区有林の土地を購入した

いということで、その説明に来ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

それと、報告第４号、５号及び議案第１号並びにその他の件につきましては、振興課長

から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 いずれにいたしましても、大変お忙しい中ご出席いただきましたことにつきまして、

お礼申し上げ開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 

（事務局）  これより議事に入るわけですが、議事の進行につきましては、伊賀市島

ヶ原財産区管理会条例第５条第２項によりまして風隼会長にお願いしたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

４．会議録署名委員の指名について 

（風隼会長） これより会議を進めますが、委員の皆様には、議事の円滑な進行につき

ましてご協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

       本日の出席委員は全員７名でございますので、管理会条例第７条により

ますところの会議は成立いたしております。なお、本日の管理会に事務局

の説明のため、財産区山林管守人の村主さんの出席を求めておりますので

ご承知おきをお願いいたします。 

       次に会議次第４会議録署名委員の指名につきまして、私から指名させて

いただきますのでよろしくお願いいたします。今回につきましては、菊岡

委員さんと菅山委員さんにお願いしたいと思います。後日会議録の署名を

よろしくお願いいたします。 

 

５．議事 

（報告事項） 

（１） 報告第１号 林道「三国塚線」開設工事の進捗について 

（農村整備課長）皆さんこんにちは、農村整備課の課長の尾登でございます。今日は、私

と担当の井上と二名出席させていただいております。よろしくお願いいた

します。日頃は皆様に何かと農林業施策にご理解ご協力をいただいており

まして大変有難うございます。私ども農村整備課では、農林業施設の維持

建設関係主にハード関係を担当しております。当島ヶ原管内の三国塚林道

につきましては、平成２１年度から事業を実施させていただいております。 

        その中で２４年度の繰越費を今年度に繰越しまして今工事が継続中でご
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ざいますが、その工事が完了いたしますと計画の約６４％の進捗率となる

予定でございます。詳しい内容につきましては、この後井上の方から説明

させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（井上主査）  担当させていただいています農村整備課の井上と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。お手元にお配りさせていただいています三国塚林

道開設工事計画書から説明資料として付けさせていただいていますので見

ていただきたいと思います。第１回目の管理会と言うことで、２１年度か

ら進めて来た内容を簡単にご説明させていただきたいと思います。 

        この林道の事業につきましては、２１年度から２５年度完成ということ

で、進めさせていただいておりましたが、２１年度は設計・測量事業をさ

せていただきまして、平成２２年度から開設工事を着工させていただいて

おる状況でございます。平成２２年度には、９１，３００千円の事業費で

７００メートル開設させていただきました。平成２３年度には、開設延長

の内３２０メートルのコンクリート舗装工をさせていただいております。

平成２３年度の事業につきしては、２４，５７８千円の事業費の中で開設

延長１８５メートルの開設を完了させていただきました。今現在執行中で

あります、平成２４年度の事業につきましては、昨年の１１月頃から着工

いたしまして、事業費４０，０００千円で開設延長２８０メートルの工事

を実施しております。現在６月末完了予定で進めていたのですが、後で説

明させていただきますが大きな転石等の加減から、７月末までの工期延長

をいたしまして、あと一月ぐらいで終わる予定となっています。 

        平成２５年度で本来なら予算５８，１００千円で全て完了する予定であ

りましたが、まだ県から交付の決定が降りてないので、恐らく予算は、５

８，１００千円でしているんですが、３６，０００千円ぐらいしか付かな

いのではないのかと、県から報告を受けています。つきましては、開設延

長は３２０メートルくらいで、残りの延長の半分くらいは今年度で終わり

たいと思っています。残りの予算２２，１００千円で２６年度完成する予

定で進めているところでございます。 

        次の資料は、年度割施工計画図です。総延長といたしましては、１，８

００メートル、幅員が３メートルで全線今のところコンクリート舗装とい

うことで進めています。その次のページからは、詳細図となっています。

平面図（１）の一番左側は、三国越との合流点でございまして、ここが、

１，８００メートルのスタート地点でございます。青色のラインで書かせ

ているのが、区間が２１年度で完了した区間でございます。平面図（２）

の終わりから赤色で書かしていただいているのが、今丁度作業を行ってい

る所で、平面図（３）になりますクランクの所がかなり山を掘割る必要が
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ある一番の難所となっている所に今現在かかっているところでございます。 

        最初の表で説明させていただいている予算と延長の割合が合わないとい

うのは、ここの部分がかなり土量も埋めていく土の量が多いということと、

現状で言いますと、かなり大きな岩が出てきているので、メートル当たり

の費用が嵩んで来ていて距離が稼げないのが現状です。来年度以降はある

程度平面的な部分が増えて行きますので、予算的には予定どおり行けるか

なあと思います。平面図（４）は、最終年度ということで、緑色ラインで

書かせていただいております三国塚線の開設工事が完了となります。 

        工事につきましては、本来なら今年度平成２６年３月で終わるというこ

とでしたが、予算がつかなかったこともあり、２５年度の予算の中で事業

を完成予定で進めていたのですが、１年延びるということでご理解を賜れ

ばと思います。 

        最後になりますが、一番最後のページに償還計画表を付けてございます。

分かりにくい表なんですが、この事業に関しましては、森林基盤整備事業

と言う林道開設の事業に乗っかって整備をさせていただいておりまして、

国の補助率４５％、県の補助率は２０％、地元の補助率は３５％の中で事

業を進めている事業でございます。地元負担の３５％の９０％が起債とい

うことで、後の１０％を工事負担金として財産区さんから毎年頂戴すると

いうことで事業を進めています。なおかつその起債の９０％分を財産区さ

んから償還していただいているという流れで事業を進めておりまして、そ

の事業費の３５％に対する起債の償還表がこの表でございます。右から２

つ目の実施年度負担金は、毎年の工事に掛かった費用に対する負担をいた

だいている分です。一番右側の年度毎負担計画は、起債償還に関する負担

額です。左の単年償還金起債に対する償還額で、一番右側は、それを足し

た額です。平成２４年度でしたら、起債の償還額が５０，６４３円で、工

事費に対する負担額が１，４１４，０５０円で合わせた額がその年度の負

担額となっています。平成２５年度につきましては、当初予算要求してい

る５８，１００千円での記入になっています。まだ今年度の予算が確定し

ておりませんので、今年については、実施年度負担金２，０３３，５００

円が、国・県の補助金の割合によって、平成２５年度、平成２６年度に分

かれることになります。今進めている事業のご説明は、以上でございます。 

        国庫補助事業で進めておりますので、今年度か来年度には、会計検査が

入る予定で、その対応工事として進めていますが、その中で林道の開設基

準として、１２％の道路勾配を超えないとコンクリート舗装の路面工が出

来ないという基準になっています。この路線につきましては、山側からの

斜面から水が流れて来るという状況を対応して行かないと、道路として砂
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利道で置いておくと機能しないということで、１２％以下の道路について

も今までは、コンクリート舗装工事をさせてもらって、全線コンクリート

舗装で進めさせてもらっています。しかしながら、今回の会計検査で指摘

があるかも知れないと県の担当者からご意見をいただいています。もしか

したら、そういった指摘を受けたら勾配のきついところ以外については、

舗装するなと指示があるかも知れないのですが、この間のような雨が降れ

ば、土砂が流出する可能性もありますので、そのような指摘があったとし

てもしていかないと機能が発揮できないのではないかと思います。したが

ってその歯抜けになってくる部分を、例えば財産区さんにお世話になって

同時に、コンクリート舗装をさせていただくということも、今後お願いす

ることがあるかも知れませんが、市としては全線コンクリート舗装で推し

進める予定ですが、もしそのような指摘があればご相談させていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 

        それと最後になりますが、開設に伴いまして財産区さんの山林は、保安

林ということで、保安林の作業許可を受けながら工事を進めさせていただ

いておりますが、来月７月１０日で作業許可が切れます。更新の手続きを

進めておりまして、更新の書類の中で財産区さんからその土地の中で作業

することの同意書が必要になってきますので同意の程よろしくお願いいた

します。以上でございます。 

（風隼会長） 有難うございました。只今の報告に対しましてご質問等ございますか。 

（増尾委員） コンクリート舗装は、今何センチですか。 

（井上主査） １５センチです。 

（風隼会長） 他に無いようですので、次に入りたいと思いますが、先程の同意書につい

ては同意するものとし、報告第２号の三重県伊賀農林事務所が、まだ来て

おられないということなので、先に報告第３号に入りたいと思います。 

 

報告第３号 南部財産区内における要望事項について 

（風隼会長） それでは、南部財産区内における要望事項について、キンキ・パートナー

ズの資料提出者の方から説明をお願いします。 

（松島）    貴重な時間をいただきありがとうございます。今回キンキ・パートナー

ズ（株）現在広沢地区に平成１２年９月から開設しました会社ですが、事

業拡大のために、財産区さんの土地を譲っていただきたいという要望を出

させていただきました。平成１２年にこちらに開設した経緯ですが、当時

は、ゆうゆうランドの向かいに土地を購入したのですが、業務内容が産廃

系ということで、当時の稲森村長からその場所は如何なものかと言うこと

で、広沢地区の財産区の土地と交換と言うことになり現在に至っています。
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黄色に塗ってありますのは、現在の工場であります。県道から当時村道広

沢三国塚線を計画していただき、企業誘致という形で工場が建設されまし

た。今回その奥に拡張を計画させていただきました。隣接は、財産区さん

ばかりで、公図上何処から何処までが財産区の土地かわからないため該当

する土地は、あくまで想定ですのでよろしくお願いいたします。 

        一応目的としましては、資料にもついていますように、キンキ・パート

ナーズの運送部門の日進高田運送の本社機能をこちらに移したいというこ

とで今回土地を確保したいということで要望を出させていただきました。 

（風隼会長）  この日進高田運送は、キンキ・パートナーズさんの１００％出資会社で

すか。 

（有馬）    そうです。別法人になっていますが、代表者は同じです。日進高田運送

は、グループ会社でございまして、キンキ・パートナーズの島ヶ原工場で

ＯＡ機器の運搬を主な業務としており、日進高田運送は、キンキ・パート

ナーズ島ヶ原工場の足となっているものでございます。そのようなことか

ら、日進高田運送は、キンキ・パートナーズの近くに本社をもって来るこ

とによって事業の効率化を図らせていただきたいと思っています。そのこ

とにより、事業の発展を図ることが地元島ヶ原に対して更なる雇用創出等

貢献を図りたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

（風隼会長）  平成１２年当時の土地の交換というのは、等価交換ですか。 

（松島）    多分登記の経緯からしますと、今の土地はもっと大きな面積で直線で分

筆して、境界も直線であることから多分等価交換であったと思われます。 

（風隼会長）  この件につきましては、本日の会議で売買するとか、貸し付けるとかの

結論は出せないと思いますので、次回の管理会で９月か１０月頃になりま

すか、行政の方で検討して同意事項として提案されると思いますので、本

日はこれくらいにしたいと思います。 

         

（事務局）   報告第２号の説明を予定しています伊賀農林事務所がまだ到着しており

ませんので、先に報告第４号に入っていただきたいと思います。 

 

報告第４号 財産区有林境界測量の進捗状況について 

（風隼会長）  それでは、報告第２号は後回しにしまして、報告第４号財産区有林境界

測量について事務局から報告をお願いいたします。 

（事務局）   それでは、財産区有林境界測量の進捗状況について報告させていただき

ます。資料４に島ヶ原財産区管理図と境界測量の参考図面を添付させてい

だいております。平成２４年度におきましては、三重県の土地家屋調査士

協会と、契約を行いまして北部山林の旧上野市との境界から、滋賀県との
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境界づたいに大沢池、桧尾之池から猪の谷池の西側あたりまで測量を行い

まして、境界杭を打ってございます。滋賀県側につきましては、甲賀市の

所有でございまして、測量に入る前の打ち合わせで旧信楽町の杭もあり、

全て尾根境目であることから、まず財産区側で杭を打って、後日立会いを

行い境界確定して行こうということになっていますことから、平成２５年

度で滋賀県と甲賀市との立会いを行う予定でございます。以上です。 

（風隼会長）  只今の報告について質問ございますか。 

（風隼会長）  私から聞きたいのですが、境界測量の報告については、北部林の極一部

ですね。中部林、南部林の境界確定作業もやってないと思うのですが、実

態はどうですか。 

（事務局）   この境界確定作業につきましては、全体を通じて今回が初めてでござい

まして、中部、南部を含めて部分的には、杭は打ててますけど確定は出来

ておりません。 

（風隼会長）  中部林で私が区長をしていた時に、飛島建設に売却した水田と山があり

ますね。水田は仮登記で売却出来ないが、山林はもう第三者に売却してい

る。そのへんの境界確定は出来ているんですか。 

（事務局）   出来ておりません。飛島建設のゴルフ場予定地に元々貸し付けるという

ことになっておりましたが、ゴルフ場が出来ないこととなり、財産区の土

地については、そのまま帰って来ております。いずれも測量して立会いを

していませんので、境界確定は出来ておりません。 

（村主管守人） 管守人から言わせていただきます。大正１３年の実測図に基づきまして、

一応仮杭を打っております。相手さんとの立会いはしておりませんが、こ

っちは、根拠のある図面ですので一応仮杭は打ってあり、境界あたりは、

いつも刈り払ってあります。中には大阪や奈良の方もおりますが、立会い

をしてないので境界確定は、しておりません。国の国土調査を待っている

状況です。 

（風隼会長）  南部のゴルフ場の管理棟の奥、昔の田山道に行った時に財産区の表示板

があったのですが、それは財産区の方がされたのですか。 

（村主管守人） 大正１３年の石標を参考にして確認作業をしていますが、まだ立会いを

していませんので立会い作業がこれから必要になって来ます。伊賀市は遅

れてますけど、国土調査を待っております。 

（風隼会長）  キンキ・パートナーズ（株）から土地の譲渡を求められておりますが、

ここはどうなんですか。 

（村主管守人） あの場所については、確認出来ていますが、まだ立会いは出来ていませ

ん。 

（増永支所長） 平成２２年に初めてここの振興課へ来させていただいた時に、工場の拡
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大と違って、駐車場に貸してくれという話がありましたが、財産区の隣接

地までで終わって現在の駐車場になっています。 

（風隼会長）  図面によると市道広澤三国塚線とありますが、これは昔の村道ですか。 

（村主管守人） 島ヶ原には、２箇所の三国塚がありまして、三重県、奈良県、京都府の

三国塚が南部にあります。広澤から三国塚に行く昔の道があったのだと思

います。 

（風隼会長）  現在の道路は、今のキンキ・パートナーズ（株）の新しく出来た駐車場

の守衛室の少し先までしかありませんね。 

（村主管守人） 昔の赤線があります。それを当時の稲森村長さんから、整備するように

指示があったことから、現在のようになったというのが経過ですので、開

発していくなら、売るとか貸す場合に、道路もつける等いろんな条件をつ

ける必要があります。 

（増永支所長） このキンキ・パートナーズ（株）の地図のピンクの部分、要望のあった

区域ですが、前に駐車場にという話があったのですが、話が立ち消えにな

って今回ということになっています。 

（風隼会長）  境界確定については、長期計画で進めて行くということでよろしくお願

いいたします。 

 

報告第５号 平成２５年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算について 

（風隼会長）  それでは、報告第５号平成２５年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算に

ついて事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局）  資料に基づき前回同意を得た後市議会で議決され確定した平成２５年度伊 

賀市島ヶ原財産区特別会計予算について説明 

（風隼会長）  只今の報告に対しまして質問ございませんか。 

（風隼会長）  無いようですので、それでは、伊賀農林事務所が到着されましたので、

報告第２号に戻りたいと思います。 

 

報告第２号 大谷地内民有林補助治山事業の進捗について 

（風隼会長）  それでは、大谷地内民有林補助事業の進捗について三重県伊賀農林事務   

       所森林・林業室森林保全課から報告をお願いいたします。 

（森林保全課長）三重県伊賀農林事務所森林・林業室森林保全課長の吉川覚と申します。

昨年から実施させていただいておりました、大谷地内の民有林補助治山事業  

     の進捗状況について概要を述べさせていただきます。この事業につきましては、 

平成２４年度から４年間の治山事業として山腹工１箇所、渓岸侵食箇所の山脚 

を固定するとともに、渓床勾配を緩和して堆積土砂の移動を防止するための、 

コンクリート製治山ダム６箇所を計画しておりまして、昨年度は、山腹工１箇 
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所と治山ダム工１箇所を終了し、今年度は、平成２４年度の補正部分のコンク 

リート治山ダムを施工する予定で、いずれも施工業者は、吉田建設です。詳し 

い内容につきましては、担当の久米主査から説明いたしますのでよろしくお願 

いします。 

（久米主査）担当しています森林保全課の久米と申しますよろしくお願いいたします。お

手元のカラー刷りの民有林補助治山事業全体計画平面図をご覧下さい。これが

大谷の全体図でございまして、緑色で囲ってあるのが、平成２４年度で実施し

た箇所で、本年６月１０日に完成いたしました。平成２４年度の補正予算がつ

きまして、今現在発注いたしまして、吉田建設に発注したのが、赤で囲った箇

所です。次のページには、緑色で囲った山腹工と№２の谷止め工の完成写真を

添付いたしております。次からのページは、平成２４年度の補正がついた№５

治山ダムの計画写真と構造図を付けさせていただきました。周辺部の状況とし

て、渓岸侵食状況とか不安定土砂の堆積状況の写真を添付させていただきまし

た。こういった渓岸侵食や不安定土砂を抑えるために谷止工を施工して防災を

目的に実施しているものであります。次の計画図を見て下さい。桧尾之池と大

沢池がありまして、そこを管理されている道があり、今回滋賀県側の林道を利

用して、大沢池と桧尾之池の間から入って桧尾之池の近くまで資材等を運びそ

こからケーブルを張る予定となっています。桧尾之池の近くが次の写真を見て

いただきたいのですが、一部被災しておりまして、現場の山の土を利用いたし

まして、仮設的に復旧し車が通れるようにしたいと思っています。 

      それと、観節の治山事業としての間伐につきましても平成２４年度の補正が

ついていますので実施する予定となっています。以上が大谷地内民有林補助治

山事業の進捗状況です。 

（風隼会長） ご質問ございますか。 

（奥永委員） 被災している道路は、下から上げるのですか。 

（久米主査） 写真を見ていただいたらお分かりになると思うのですが、下に土が見えて

いる当たりから、一トン土嚢を積んで行きケーブルの資材を運べるようにす

る予定ですが、仮設的なものになると思います。 

（奥永委員） 大沢池までの道に入る道路は、何処を予定していますか。 

（久米主査） 業者は、１０トン車の乗り入れを予定していて、上六呂林道では、厳しい

こともあり、大沢池と桧尾之池の間の道を考えています。そこは、滋賀県の

県有林で、土地は、甲賀市である。道路幅を確保するため伐採する立木の補

償については、業者が行います。単価については、滋賀県か三重県かは、ま

だ決まっておりません。滋賀県の条件は、池へのブラックバスやブルーギル

の放流防止及びゴミの放置防止を含めてのゲートの設置です。 

（風隼会長） それでは次に移らせていただきます。 
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同意事項 議案第１号 平成２４年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算について  

（風隼会長） 同意事項の議案第１号平成２４年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出

決算についてに入ります。事務局から説明をお願いします。 

（事務局）  資料に基づき平成２４年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算につ

いて説明 

（風隼会長） 只今の説明に対してご質問ございませんか。 

（風隼会長） 歳出のところで、積立金１３，７４０千円があるのに、歳入歳出差引残額

が平成２５年度へ繰越額となるのは何故なのか。残額は全て積立になるのが

普通だと思うのですが。 

（増永支所長）それは、残しておかないと臨時職員等に賃金を支払うこともありますので

こういうことになっています。また、次年度開始直ぐに収入がありませんの

で、つなぎのためにでもあります。 

（事務局）  基金条例第２条で積立額は、予算で定める額と規定されています。補正予

算を含む最終予算執行額の確定時期に最終積立額を決定する必要があり、そ

の時期から年度末までの間における残額をいくらか余裕を持つ必要があるた

め繰越額が出てくることになります。 

（風隼会長） 境界確定の委託料がありますね。これは当面続いて行くのですか。 

（事務局）  はい続きます。 

（風隼会長） これは、現在委託している三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会にこれ

からも委託して行くのですか。 

（事務局）  はいそうです。 

（風隼会長） それでは、議案第１号平成２４年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出

決算について他に質問がないようですので、同意されたものとさせていただ

きます。それでは、その他の項につきまして事務局からお願いいたします。 

 

６ その他 

財産区有林の巡視について 

（事務局）  毎年１０月頃に実施しています財産区有林の巡視につきまして本年も実施

して行きたいと思います。これにつきましては、島ヶ原地域まちづくり協議

会産業生活部会とタイアップして実施しております。時期等につきましては、

産業生活部会と協議し決定することになりますが、例年のとおり１０月２０

日頃で今回場所につきましては、南部林を予定したいと思います。９月２０

日頃まちづくり協議会へ案内通知を出し、１０月１日頃参加応募通知が回覧

され、まちづくり協議会で集計、保険加入される予定となっています。以上

です。 
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（風隼会長） これについては、まちづくり協議会の産業生活部会の予定にもあがってお

ります。昨年は、北部山林で６時間のウォークが非常に厳しかったという意

見もあって、今年は場所を変えて南部林がいいのではないですか。 

（村主管守人） 南部の三国塚からキンキ・パートナーズ、ゴルフ場の周辺あたりのコー

スは、知らない人もありコースとしては、いいと思います。 

（風隼会長）  それでは、日時等まちづくり協議会産業生活部会と協議をしていただき、

決まれば皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

（風隼会長）  その他何かございませんか。 

（菅山委員）  ちょっとお聞きしますが、財産区の土地を貸している「道山」ですが、

事業を辞めたのですか。看板がなくなってますが。 

（事務局）   確かに財産区の土地を賃貸借契約していますが、事業を辞めたとかの連

絡は入っておりません。 

（事務局）   長時間の審議誠にありがとうございました。これをもちまして平成２５

年度第１回伊賀市島ヶ原財産区管理会を閉会とさせていただきます。 

 

平成２５年   月    日 

 

議事録署名 

（会  長）                             

 

（署名委員）                             

 

（署名委員）                             

 

 

 

 

 


