
平成 26年第 2回伊賀市大山田財産区管理会 会議録（概要） 

 

日 時：平成 26年５月 30日（金）13:30～16:00 

場 所：山田地区市民センター 2階会議室 

出席者：（管理委員）中森会長、辻副会長、豆本、村井、福田、西尾、松本 

    （事務局）大山田支所 福永課長、土田 

   （伊賀森林組合）増田課長 

財産区管理会 議事録（概要） 

事務局 定刻になりましたので平成 26 年第 2 回伊賀市大山田財産区管理会を始めます。4 月の

人事異動により西口支所長から中村支所長と福永課長に替わりました。皆さんよくご

ご存知の方ですし、大山田財産区については熟知されているお二人です。本日、中村

支所長は別の会議と重なり欠席させていただきますのでよろしくお願いします。では

最初に会長からご挨拶をいただきます。 

会長 改めましてこんにちは。苗植えもほぼ終わり、緑のじゅうたんを敷き詰めたように美

しい田園風景で、さわやかな本日、お忙しいところ皆さんにお集まりいただきありが

とうございます。今日は前回から財産区の資金を有効に使うための補助金要綱を検討

いただいておりますが、引き続きご意見をいただき、より良い要綱を作っていきたい

と思っていますので、十分な協議をよろしくお願いします。また、布引の森に設置さ

れている案内板が傷んでいるとの事で今後の維持管理を含めてどのようにしていくの

かを協議いただきたいと思います。また、報告事項では西教作業道の計画書が出てま

いりましたので、森林組合からの説明等お聞かせいただきながら進めてゆきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

事務局 ありがとうございました。次に支所長に替わりまして福永課長より挨拶を頂きます。 

課長 改めまして、こんにちは。今年 3 年ぶりに大山田支所に戻らせてもらいました福永で

す。支所長は別会議に出席していますので失礼させていただきます。大山田財産区に

つきましては以前にお世話になっていましたが、管理会委員さんも変わられ風車の設

置等状況も大きく変わってきています。山の管理についても後継者に旨くつなげる事

が出来ず、管理の不備な箇所も沢山あるように思われます。森林面積の多い大山田で

すので皆さんと共に進めて行きたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

事務局 では会議に入ります前に本日の議事録署名人を豆本委員さんと村井委員さんにお願い

します。 

委員 はい、わかりました。 

事務局 引き続いて議事に入りたいと思います。 

会長 それでは協議事項でございますが、森林組合から出席いただいていますが、事務局か

ら説明願います。 

事務局 先に西教と剣谷への作業道について提案書が提出されましたので、森林組合の増田課

長にお願いしまして説明を聞きたいと思います。 

森林組合 伊賀森林組合の増田です。よろしくお願いします。 

今回提案型集約化施業の提案書と地図の 2 枚を資料としてお配りしています。昨年 9

月 12 日にこの事業についてご説明をさせていただき、11 月 29 日に皆さんと現場での

立会いをし、実際に山を歩いていただき、その後森林組合独自に調査をいたしました。



まず、図面を見ていただき、赤線内が間伐させていただく施業範囲でございます。青

線部分に作業道の開設をいたします。特に右側に 1 本入っているのが剣谷までの路線

で、最初はもう少し下に付ける予定でしたが、現地を見ると急なので安定した道を付

けるために少し変更して若干上げさせてもらいました。現在はブルーのテープで記し

てある状態です。次に提案書を見ていただいて、前回にも説明申し上げましたとおり

所有者負担無しの事業ですので、経費は何処から出るのかと言いますと、木材の売上

と補助金です。事業内容は 20.19ha、作業道開設は 2,400ｍです。実際に出材は 830㎥、

4,000本を見込んでおります。収入の内訳ですがスギ・ヒノキを合わせて 765万円で手

数料等差し引きまして、木材売上は 600 万円弱を、搬出間伐補助金額を 420 万円程度

で合計 1千万円強を想定しています。次に事業費用ですが、人件費であったり運搬費、

機械損料であったりで 9,700 万円と森林組合の諸経費を入れまして 1,239 万円強と言

う事で 2 百万円ほどのマイナスとなるわけですが、森林組合の負担となり、財産区様

には負担無しとなります。これは想定価格での提案書ですので、事業が終わりました

ら精算をさせていただき皆様に提示させていただきます。想定金額での契約ですので

精算でマイナスがもっと多くなりましても負担いただくことはありません。逆に利益

が出ました場合は精算金をお支払いたします。 

現場については、作業道開設の前に再度確認のため現地踏査をお願いします。道の種

類ですが幅員 2.5ｍが 800ｍと幅員 2.0ｍが 1,600ｍとありますが、2.0ｍの方は搬出道

として付けていきます。2.0ｍといいましても軽トラックで走れる道を想定しておりま

す。これは開設のみ土工ですので砕石を敷いたり、舗装をしたりと言う事は出来ませ

んので、ご了承ください。 

説明は以上です。何か質問がありましたらお伺いします。 

委員 事業内容で 20.19haとなっているが間伐範囲も同面積ですか。 

森林組合 そうです。 

委員 ここは水源林の範囲ではないのですか。 

森林組合 そうです。ここは保安林になっていますので、現在許可申請書を作成提出していると

ころです。許可が出るのは早くて 8月位になろうかと思います。 

委員 6 月 1 日から翌年 3 月 31日までの工事期間を設けているが 1 ケ月くらいでできるので

はないですか。 

森林組合 実質一ケ月半くらいです。 

委員 間伐材は何年生ですか。 

委員 間伐材はどれくらい出すのですか。 

森林組合 48年生です。搬出量で補助金が変わってくるので約 4,000本を予定しています。 

委員 現場は軽トラックで一杯ですか。 

森林組合 搬出は軽トラックでは行ないません。林業用の搬出車で運びます。設置後ある程度の

維持管理も含まれています。 

委員 この山は、管理人がかなり間伐をして保育してある箇所ではないですか。 

森林組合 そうです。 

課長 でも現地に行くまでの道がかなり荒れているのではないですか。 

委員 剣谷は通れません。西教の方は修繕してもらいました。 

委員 林道は道路としての認定を受けていないところが多いので、補助はなく、維持されて



いない作業道は多いです。 

委員 作業道でも受益者が沢山いるのなら市で認定してもらって林道維持をしてもらえるよ

うにならないと、いけないと思います。 

事務局 ほかにどうでしょうか 

会長 現地はいつぐらいに行く予定ですか。 

森林組合 許可申請の準備が整い次第ですので、6月中頃過ぎればいつでも結構です。 

会長 そのときは管理員だけでなく、管理人にも見てもらうので日程の方は森林組合から連

絡をもらったら調整するということでどうですか。 

森林組合 わかりました。連絡させていただきます。 

事務局 ありがとうございました。 

会長 次に補助金の要綱について、前回に続いて検討してもらいます。 

事務局 前回に作成しました要綱ですが、文書法制にさらっと見てくださいとお願いしたとこ

ろ、申請・交付決定・着手・実績報告書・確定・交付の順序で進まなくてはならない

とのことから、修正をいたしました。 

第 5 条で申請をしていただくのですが、申請箇所の写真、経費的な分かるものを添え

て提出いただきます。第 6 条では申請書に対する決定の通知を交付します。事前着工

を防ぐためにも決定通知書を交付し、事業終了後に写真等関係書類添付のうえ実績報

告書を提出してもらいます。それらの書類を審査し交付の確定を行い、確定通知書を

交付した後に、確定金額の支払となります。又、1項目毎に「財産区が認めたときはこ

の限りではない。」を記していましたが、第 11条に定め、第 10条には取り消しに関し

ての項目を追記しました。補助率・金額 30％以内、限度額 60万円については変更して

いません。もちろん最終的には文書法制で添削をしてもらいますが、これで協議をお

願いします。 

委員 これで、財産区の年間収入と年度予算と決定していかないといけない。 

事務局 前回にもお話しましたが、年間 1,200 万円の収入に対して、約 500 万から 600 万円の

年度予算を計上するので補助として出せるのは 600 万円までとなる。60 万円をマック

スにすると、24 地区が一斉に申請書を出してきた場合予算がなくなる、という話をし

ていたと思うのですが。また、少しでも基金積立をしていかなければならないと言う

意見もありました。 

会長 どうしても直さないと行けないとか、優先順位はあると思うので、それは検討しなが

ら進めていかなければならない。 

課長 地元では年間林道事業はどれくらい行なわれているのでしょうか。 

委員 それは災害もあり、全く分かりません。奥馬野なんかは手が付けられていないところ

も多いようだすが。 

課長 予算では、各自治会 2箇所くらいで 6箇所を想定してはどうでしょうか。 

委員 市としても林道まで手が回ってないと思うし、市の部分は市で対応してもらわないと

いけない。 

課長 財産区の予算取としての事です。 

委員 財産区独自工事で予算がないでは困るので少しは積み立てないといけない。半分 300

万を積み立てるとして 300万の補助となると 5件の申請で行くと言う事になる。 

課長 私もそう思います。600万全額を補助すると言うのはどうかと思います。 



委員 これが決まったら、区長会の中で説明、周知してからの受付となります。 

課長 市が採択した事業で地元負担金に対して助成をする要綱だと思っているのですが 

会長 拡大解釈されると困るし、何でも財産区へとなると困る。 

委員 

 

財産区が市に変わって補助をするのではないので、その辺はきっちり理解してもらわ

ないといけないし、財産区で補助するべきかどうかは、しっかりと検討しなければな

らない。 

委員 公共的施設という言葉があると、誤解されやすいと思います。 

事務局 この補助金要綱を作成するときは、せせらぎ公園の改修を頭に入れてのスタートであ

ったため、公共施設と言う文言が使われています。 

委員 財産区のお金をみんなのために使うのであれば申すことないのですが。 

会長 300万円の金額で沢山の種類を入れてもいけないので、山に限定していきましょう。 

課長 大山田財産区は議会になっていませんので、市議会に説明する必要があります。その

辺を考えていかなければなりません。10 万人市民が納得してくれる説明を求められる

ので、充分精査してください。公共施設を入れるか入れないかは、常夜灯の補助要綱

のように、公共施設への補助要綱を別に作る事を考えてはどうでしょうか。 

委員 では、今回は山に限ってということにしましょうか。 

事務局 そのように決めてもらえればもっと分かりやすくなると思います。 

委員 市道や林道を改修した地元負担金だけに決めたらどうですか。 

事務局 市道は負担 0 円です。林道は１割負担となりますが、地元負担金の 30％以内と限度額

60万円の補助率は決定事項であり変更ありません。 

委員 区有林・民有林を問わずと書いてあるけど、どういうことですか。 

事務局 林道の改修事業であれば地元１割負担でその負担分の 30％なりを補助するわけです

が、作業道には補助は全く、地元が全額で事業をしなければならないことから、事業

費の 30％あるいは、限度額 60万円までを補助していこうと言う前回のご意見でした。

大山田は作業道が沢山あるので、その部分の補助を出来るようにとの意向もあったの

ですが。 

委員 地元単独事業についても補助率は 30％、限度額 60万円という文言を一行設けたほうが

良いのかも。 

課長 補助事業の分と単独の分は別にした方が良いのではないですか。 

委員 せせらぎにしても、布引の案内板にしても財産区がするのではなくて、地元がどう思

っているのか、まず地元が先行していかなければならないと思う。 

会長 では、林業事業のみに絞っていきましょう。 

委員 そうですね、林業事業に絞って作ってもらいましょうか。 

会長 まず、この要綱を作ってしまってから、後の事は順次作成していくと言う事で進めて

行きましょう。 

委員 市議会へもっていくのですか。 

課長 審議会と同じですので財産区管理会で決定しましたら、決裁を受けて、こういう要綱

を作りましたと報告をし、自治会の方へ通達していく事になります。 

委員 最終決定は又言ってくれるのか 

事務局 もちろんです。何回でも協議してもらってから決定しますので次の管理会に再度お謀

りします。今年 1 年かけて作成すると言う事になっていますので、充分な協議を重ね



ていただきます。 

委員 申請は事業にかかる前に出してもらうのか。 

委員 申請して、了解してから工事にかかってもらう事になる。事前着工は認めないとして、

決定をしてから工事に着工、完成したら写真等を付けて完了届けを出してもらうとい

うことです 

会長 それでは要綱について今のところ、林業のみの補助金に決定する事でよろしいか。 

委員 今回は林業に限った方が分かりやすいのでいいではないか。 

事務局 では林業事業に限定して補助金の要綱を作り直す事にします。次回までに作成しお謀

りします。 

会長 では、次に布引きの森の案内板の修繕について事務局より説明願います。 

事務局 現在、布引の森として設置されている案内板がかなり傷んでいる状態です。布引の森

は大山田村有林であり大山田財産区に継承されていますので、修繕をお願いするか、

撤去をするかを検討いただきたいと思います。また不法投棄もありまして処理につい

てもお願いしたいです。案内板については風車も出来ていて現状はかなり変更してい

るので修繕するのであれば新たに作成する必要があると思われます。案内板の写真を

資料として添付していますので参考にして下さい。 

委員 大山田村有林を引き継いでいても、布引の森を作ったのは大山田村であるなら市が維

持管理する必要があるものではないのか。 

課長 その通りですが、合併時に旨く移行されてない所でして、財産区にお願いしたいです。 

不法投棄については、所有者で処理をしなければならないことになっています。 

事務局 不法投棄の処理については青山高原ウインドファームより人力の協力依頼を申し出て

いただいていますので、お伝えします。 

委員 協力してもらうのは結構ですが、土地が財産区であるから全て財産区で面倒見るよう

にと言うのはちょっと違うのではないか。布引の自治協や地元の考え方はどうなのか、

聞き取る必要があるのではないか。仮に財産区としては布引の森は必要ないとすると

止めてしまってもいいと言う事ですか。 

課長 民間の山があるのなら別ですが財産区有林ばかりであれば止めてしまってもいいので

はないですか。 

委員 こういうことを決めるのは、この 7人で決定していいものですか。 

委員 伊賀市では看板を修理するだけがどうして出来ないのですか。 

委員 事業主体はどこか、きっちり精査して、実施しなければいけないところで修繕なり撤

去なりをしてもらう事が本来である。 

委員 不法投棄は早くに撤去しなければドンドン増えていく。 

事務局 これは地権者が撤去しなければならないです。 

委員 捨てた人を探してくれる事は出来るのですか。 

事務局 現地に行きましたが、古タイヤ・冷蔵庫などで、個人を特定する事はできません。 

委員 撤去したら処分費もかかるではないか 

委員 どちらにせよこのままにしておくわけにはいかないです。 

会長 布引の森は財産区とは目的が違うので 3 自治協へ話をしてもらって、この森をこれか

らどうして行くのか、大山田としてどのようにするのかを検討してもらうよう、声を

かけてもらいましょう。大山田全体の観光を踏まえて考えて行くよう、今後の対応を



自治協に持っていくことにしましょう。 

委員 それがいいと思います。 

委員 不法投棄は同じ場所ですか。 

事務局 はい。少し逸れますが、布引の森に入ったところです。 

会長 車は止めて、人的に入れるようにしなければならないし、現地を見に行きたいと思い

ますので日程調整をして下さい。 

委員 現在の不法投棄の分については撤去しなければならないので、管理人さんにも出ても

らって我々も出て撤去すると言う事にしましょう 

事務局 では現地踏査を行なうよう日程調整をします。 

会長 はい、ではその他の項で何かあればどうぞ。 

何もないようですのでこれで閉会します。 

事務局 ありがとうございました。これをもちまして第２回管理会を終了します。 

 

 

会議録署名者 

大山田財産区管理会 会長          ㊞ 

 

大山田財産区管理委員            ㊞ 

 

大山田財産区管理委員            ㊞ 

  

 

 


