
伊賀市大山田財産区管理会及び管理人会合同会議 会議録（概要） 
 
日 時：平成 23 年 10 月 13 日（木）13：30～16：00 

場 所：伊賀市大山田支所 委員会室 

出席者：（管理委員）会長 服部、副会長 山中、亀島、中森、辻、森、西田 

    （管理人） 加道、廣島 

（事務局）大山田支所 支所長 重本、振興課長 西口、西崎 

 
財産区管理会 議事録（概要） 
事務局 それではただ今から、大山田財産区管理会及び管理人合同会議を始めさせていただき

ます。平素は大山田財産区の区有林の管理につきましてお世話になりお礼申し上げま

す。前回の６月の管理会以降、７月に６号台風で西教の財産区有林が一部崩落しまし

て、鳳凰寺林道が通行止めとなり、山頂の日中友好の森や千歳の森の方へは行けない

状態となっております。他に、高尾谷林道についても被害がありますが、後ほど説明

させていただきます。これらは、伊賀市の災害復旧事業で対応することになります。 
また、平成 22 年度の決算についてですが、9 月議会で異議なく承認されました事をご

報告いたします。それでは本日はよろしくお願いいたします。 
事務局 それでは、本日の会議録署名人の選出についてですが、順番で、辻委員と森委員にお

願いしたいと思います。 
会長 了解しました。それでは、協議事項に入ります。先ずは風力発電施設増設計画に係る

事ですが、㈱青山高原ウインドファーム（以下 AWF）が事業の申請を行うにあたり地

権者や関係機関から事業の同意書が必要であるとの事で審議をしてきましたが、前回

の管理会で、管理会が承諾するためには諸問題の解決が必要であるため、AWF に要望

等を行いました。それでは、中電不動産㈱と AWF の方から説明をしていただきます。

AWF 本日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。それでは、増設計画の

現状、事業の同意をいただくための説明、大山田財産区との確約書の提案について、

布引地域住民自治協議会との環境保全協定についてご説明をさせていただきます。ま

た、既設風力発電施設の敷地内にて、先般の台風で一部土地に被害がありまして、そ

の修復工事についての承諾を早速していただきましてお礼申し上げます。 
中電不動産 それでは、改めて事業申請の流れを説明させていただきます。公園の指定地域と保安

林内で事業を行うために、地権者や関係者の方から事業の同意書をいただく必要があ

ります。その同意書を添えて事業の申請を行います。そして、その申請書の許可が降

りる見通しがつき、また、８月下旬に再生エネルギー特別措置法が可決されましたが、

その具体施策が固まった段階で事業者として増設事業を行うかどうかの確定をする予

定です。その後、地権者の皆様と契約の具体的な話をして契約を交わし、工事に着工

するという流れとなります。同意書を頂いたからと言って、説明や契約等を行わずに

工事に着工することはありません。同意書から工事着工までの流れは以上の通りです。

２つ目に、大山田財産区様との確約書（案）について説明いたします。前回の管理会

で、管理会が懸念されているご意見をいただきましたが、増設計画地域である奥馬野

区・中馬野区・坂下区、また下流域である広瀬区・川北区で構成される布引地域住民

自治協議会と環境保全協定を締結しようと協議を行っております。その布引自治協と

の協定書の一部と同内容ですが、大山田財産区へは確約書という提案をさせていただ



きたい思います。文面は、「伊賀市大山田財産区が所有されています伊賀市奥馬野字布

引８５３番１、中馬野字布引８５３番３において、当社が計画しております青山高原

風力発電増設事業に関しまして、下記のとおりお約束いたします。１．布引地域の生

活環境に関して地元住民から苦情を生じた場合には、布引地域住民自治協議会や伊賀

市と立会いの上、苦情内容を確認し、必要と判断すれば直ちに調査を行います。その

結果、苦情内容が当社の事業活動に起因すると認められる場合は、速やかに施設の運

転制約や一時停止などの応急対策および恒久対策を講ずることといたします。２．当

社の責めに帰すべき事象により布引地域住民の健康又は生活環境等に支障が生じた場

合は、当社は速やかに布引地域住民自治協議会や伊賀市に通知すると共に、当該者と

の協議に応じ、その解決に当たることといたします。」というものです。同意書、確約

書の説明については以上です。 
AWF 続きまして、既設風力発電敷地内の修繕工事について説明させていただきます。風力

発電施設自体には影響ありませんが、財産区から貸借している敷地内の山の法面の一

部が崩れまして、県と協議して早急に復旧するよう指導を受けました。崩れた箇所が

それ以上崩れないように、崩れた土を取り除き、押さえ法土と申しますが、上からの

地崩れを防ぐという工法で行い、整えた法面は種子を吹き付けます。現在、測量と設

計段階であり、新たに何か決まりましたら報告いたします。 
AWF 上阿波区と㈱シーテックの問題について、シーテックの対応を聞くところによります

と、前回６月下旬に上阿波区で説明会を行ったとの事で、内容としましては、東南の

風で風速１０m／秒以上の風について、夜８時から朝６時に風車を停めるという対策を

するとの事でした。その運転制御を実施した回数は、７月で０回、８月で５回、９月

で２回となったとの事です。そのデータについては、上阿波区長、大山田支所、津市

の環境部に報告したそうです。そのデータを元に、上阿波区長・区長代理様と㈱シー

テックが協議をしていると聞いております。 
管理人 私は当の上阿波に住んでいますが、民家に一番近い 3 号機の音が気になると妻が言っ

ています。シーテックも色々、対応してくれているようですが、なかなか音というの

は消えません。風車にも外国製と日本製があるようですが、日本製は音が大きいよう

です。 
AWF 一番近い民家と 3 号機は 1,020ｍ離れています。今回の AWF の増設計画では、計画し

ている風力発電施設から一番近い民家までは、奥馬野で約２．２km、中馬野で約２．

１km、坂下で約２．２km 離れており、また、民家からは山で直接見えない事もあり、

上阿波区のような問題は起こらないであろうと、地元説明会でもしております。また、

先ほどのお話で、外国製と日本製の話がありましたが、日本のメーカでは富士重工、

日本製鋼所、三菱重工があります。私からみてもヨーロッパ製の方が静かではないか

な、と思います。 
会長 それでは以上の説明で、何かご意見等はありませんか。 
委員 今、AWF から説明はしていただいたが、肝心の上阿波区とシーテックの問題について

の根本的な解決に向けた説明がないのに、どのように協議を進めるというのか。 
委員 今日の AWF は上阿波区に設置しているシーテックとは別組織であるというのは、我々

は承知しているが、シーテックの改善計画が上阿波区にとって安心をもたらす一定の

ラインを超えていないような話なので、残念である。今日はもっといい話を聞けると



思っていたので。 
委員 AWF の増設計画では、上阿波区のような騒音問題は起こらないと思うが、なぜ上阿波

区の問題が１年半もかかって解決に向かっていないのかが納得いかない。確かにシー

テックは規定やマニュアルを守っているというが、なぜ現実の被害を解決できないの

か。正論を述べて、時間をかけて、うやむやになってしまうのではないかという不安

がある。建ててしまえば「勝ち」、という風になってしまわないか心配である。 
委員 東南の風の時には止めても被害は無くならないのか。 
委員 （シーテックには）失礼ながら、停止条件の風が吹いてもすぐに風車が止まるわけで

は無いであろう。理屈どおりにはいかないから、実際に被害は続いているのではない

か。 
委員 上阿波区では、その停止条件で様子を見ていこうという事になっているのですか。 
管理人 今のところそれしかないようです。 
委員 別会社である事は分かっているが、AWF が増設で仮に問題が起こったときの対応を知

りたいので、シーテックの対応にどう関与してくれるかが重要であり、今までもお願

いしてきた事です。 
AWF AWF については、既設の発電施設は住民の方に問題はなく稼動しています。シーテッ

クの問題についても進言等はしていますが、繰り返しになりますが、別会社という事

で対応についての強制はできません。 
委員 風力発電施設の事業を否定している訳ではありませんが、実際に一部の住民の方の被

害の声があり、その解決に対する対応が不十分であるなら、これ以上、同様の事業に

は同意をする必要がないと考えます。 
AWF AWF としましては、増設事業に対して伊賀市に間に入っていただき、自治協と環境協

定書を結びますし、なし崩し的に事業を進めていく事はありません。 
事務局 シーテックと AWF は別組織で AWF の対応にも限度がありますが、事務局で把握して

いる事を報告させていただきますと、６月に上阿波区でシーテックの説明会がありま

した。そこでは、問題の風車の４月からの音の測定結果を報告し、ある程度、風車の

改修を行ったそうです。しかし、東南で１０m／秒以上の停止条件で様子を見ましても

依然として騒音の被害があり、上阿波区からは、問題の風車を騒音の出ない機種に変

えるか完全停止をするよう要望が出ています。それに対するシーテックの回答は、完

全停止という事はできないので、代替案を上阿波区長へ提案したようです。現在、区

の方で協議しているそうです。 
委員 法律等で企業が守られて、一市民が追いやられるのは許されない。 
委員 今の事務局の説明で、少しは対応をしているらしいが、昨年度の２２年６月に上津地

域から AWF の増設計画に対して反対の要望書が出た時に、地元への説明や対応をしっ

かりするように、伊賀市から市長名で指導をしているような文書を出したそうだが、

そういった事を行政側からシーテックにするべきではないのか。 
今回のシーテックと上阿波区のこの問題が、風力発電施設設置で問題が生じた場合の

いい前例となるように期待している。一方 AWF の増設計画は慎重に計画を進めている

ので、上阿波のような問題はないであろうと思っているが、シーテックの問題がある

ので、審議に長い時間を費やしているという訳です。 
委員 AWF の主要株主はシーテックなので、別会社と言うが一般的にはそう思われないと思



う。AWF が今回４０基の増設をするなら、上阿波のシーテックの問題の１基を撤去す

るような抜本的な対応もできないのでしょうか。 
会長 それでは中電不動産と AWF の方から説明は以上という事で、ありがとうございまし

た。 
 中電不動産、AWF 退席 
会長 それでは、増設事業の同意の問題については、他の事項が終了後、再度協議したいと

思いますので、次の協議事項の予算執行状況へまいります。事務局から説明をお願い

します。 
事務局 資料１に基づいて説明。 
会長 何かご意見はありますか。（意見なしなので）それでは次へまいります。 
事務局 本年度の施業状況についてですが、管理人の方から説明をお願いいたします。 
管理人 水源林整備事務所との分収契約における受託事業として、布引林班の除伐をしており

ます。面積は約４ha ですが、８月から施業をしていますが、後、3 日ほど山に入れば

完了する予定です。その後に、鹿の獣害防止のためにリンロンテープ巻きを予定して

います。 
管理人 阿波地域の各林班を見回っていますが、台風の影響で作業道の一部が崩れたり、倒木

があったりとしています。修復できる所はしていますが、林道は市の方でしてもらい

ます。 
会長 ご意見等はありませんか。ないようでしたら、次の平成２４年度当初予算について、

事務局から説明をお願いします。 
事務局 資料２に基づいて説明。 
会長 何かご意見はありますか。 
委員 予算についてだが、基金積立もいいが、大山田のために何ができるのか、この風力発

電増設の問題が落ち着いたら、研究していくべきです。 
会長 それでは次へまいります。 
事務局 報告事項ですが、AWF からも説明がありましたが、既設風力発電施設敷地内の崩落の

復旧工事を AWF が行う為に、承諾をしました。 
また、予算の時にも説明いたしましたが、鳳凰寺林道と高尾谷林道が被災して、災害

復旧工事で対応しますが受益者負担として１割が必要となります。 
会長 それでは、増設計画について協議を再開します。 
委員 布引自治協議会の協定書についても現在、検討中だが、承諾する方向で進んでいます。

地域の地権者はもう既に承諾していますし。 
委員 上阿波区とシーテックの問題については、AWF とは別会社なので、このまま同意を引

き延ばすというのはいかがなものかとも思うが。 
委員 しかし、地域で現実に起こっている被害は解決されなければならないことであり、我々

管理会はそれに向けて取り組まなければならないから、こうして協議しているのでは

ないか。 
委員 確かにシーテックは、解決の兆しが見えるような対応をしなければならない。 
事務局 上阿波区とシーテックも近々、 終的な結論を出すべく協議しているようです。 
委員 それで地元被害者が同意すればよいのだが。 
委員 AWF も同意の為に財産区と確約書を提案したりと、管理会で協議していく事は意義の



ある事だと思う。 
委員 確約書での対処は布引地域だけに限定されていたが、山田・阿波地域でも類似の問題

が出たら同様に対応する旨を追加する提案をしてはどうか。 
委員 １年前に増設計画の話が出た時に、安易に同意していたらここまで AWF の対応が向上

する事はなかったと思う。 
委員 その通りだと思う。やはり当初から慎重に協議を重ねてきた事が良かった。 
委員 現在の技術では問題がない、という事でも、数年先に低周波等の新しい事実が解明さ

れる事もあるかもしれない。 
委員 現在、自然エネルギーの推奨には追い風があるようだが、AWF の増設計画もシーテッ

クと上阿波区の事も、笠取一帯の同一問題として扱う事は正しいと思う。 
委員 １００％安全な事業などあり得ない。問題解決に誠意を持って対応するかどうかが今、

試されているのではないか。 
委員 布引自治協が AWF と協定を結び、シーテックと上阿波区の問題が解決した後に大山田

財産区も増設計画に同意するという事でいいのではないか。 
委員 シーテックと上阿波区が協定書を結ぶ事になるかもしれませんね。 
委員 当初、シーテックと上阿波区は同意書や協定書を結んでいなかったのか。 
委員 その時はなかったかもしれない。地元説明会もあったのだろうか。もちろん区長や役

員には話があったと思うが。 
会長 シーテックと上阿波区の問題は、少しは進んでいるようですが、解決に向けて行政も

指導を促していただきたい。 
事務局 シーテックと上阿波区の協議について情報を収集し、その内容によって、管理会を急

きょ開催していただく事になるかもしれませんが、よろしくお願いします。 
会長 他にご意見はありませんか。それでは本日はこれで終了します。お疲れ様でした。 
 


