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平成２７年度第１回伊賀市島ヶ原財産区管理会会議録 

 

 

開催日時  平成２７年７月１４日(火) 午後１時３０分から午後２時４０分 

出 席 者  管理会会長、委員 5 名 

三重県伊賀農林事務所 森林保全課 南課長、近藤、藤本 

農村整備課 井上主査、秋元、中森 

風早島ヶ原支所長、池本振興課長、森岡主幹、杣井嘱託職員、 

山本臨時職員 

村主山林管守人 

 

 

１.   開会 振興課長 

委員の皆さんお集まりになりましたので、ただいまから平成２７年度第１回伊賀

市島ヶ原財産区管理会を開催させていただきます。会議次第２の会長あいさつ、風

隼会長からごあいさつを申し上げます。 

 

２. 会長あいさつ  

着席したまま失礼します。皆さんこんにちは、本日は平成２７年度第１回伊賀市

島ヶ原財産区管理会にご出席賜りまして誠にありがとうございます。 

去る５月２８日に徳島県阿波市御所財産区管理会御一行を迎えて交流会を開催

致しました。当日は風早支所長様はじめ事務局全員、西中副会長と私で対応いたし

ましたのでご報告申し上げておきます。 

昨日は、上野で３６．４度という異常な高温を記録したそうで、非常に暑い日が

つづいております。ご承知のように今年の梅雨は降雨量が多く農作物の生育にかな

り影響が出ているようで、スーパー等の野菜の価格をみましても２割から３割位高

くなっているようです。特に九州地方では河川の氾濫ですとか土砂災害が多発して

おりまして大きな被害がでているようです。又現在北上中の台風１１号の動きも心

配されるところですけれど、これからの台風シーズンを向えまして防災とともに安

全に留意していただきたいと感じる次第です。 

本日の会議におきましては報告事項４件、並びに同意事項１件が提案されますの

でご審議の程よろしくお願いを申し上げましてあいさつとさせていただきます。 

   

(事務局) ありがとうございました。続きまして会議次第３の支所長あいさつ、風

早支所長よりごあいさつを申し上げます。 

 

３. 支所長あいさつ 

こんにちは、いつもたいへんお世話になりありがとうございます、支所長の風早
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です、今日は第１回の島ヶ原財産区管理会ということで本当にお忙しい中また非常

に暑い中、出にくい中ご出席いただきましてありがとうございます。平素は伊賀市

行政とくに島ヶ原支所地域の業務につきましてご支援とご理解いただきましてあ

りがとうございます。先ほど会長からもお話がございましたように７月にはいりま

して台風が次から次へやってくる状況です。週末１１号が九州地方に向うようです

が影響が少ないようにと思っています、また１２号につきましても来週末金曜日頃

にこちらの方にいこうかと覗いているような気配がみえます。 

この会が始まる前に委員さんの中でお話されていたように、稲についても穂肥の

シーズンでございます、穂肥したあとの花の咲くシーズンに影響がでないようにと

思っているところです。いずれにいたしましても台風がまた次から次へという状況

ですので委員の皆様方も地域の皆様方もくれぐれも備えをしていただけたらと思

っているところです。今日は議事といたしまして、報告事項４件同意事項１件を皆

様方にご審議をお願い申し上げたいと思います、ありがとうございます。 

 

(事務局) ありがとうございました。それでは今回の管理会ですけれど、条例第７

条によりまして４名以上の委員の出席がございますので管理会は成立ということ

で報告をさせて頂きます。それではこれより議事の方に移らせていただきます。議

事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項に基づきまし

て風隼会長の方で進行をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 

(会長) これより会議を進めさせていただきます。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お願いいたしたいと存じます。本日の出席委員は６名であ

りまして会議は成立をいたしております。なお、本日の管理会に事務局の説明のた

め山林管守人の村主さんの出席を求めております。 

 

４.  会議録署名委員の指名について 

(会長) 会議次第の４会議録署名委員の指名につきまして、私から指名をさせてい

ただきたいと思います。今回の署名につきましては、菅山委員さんと十代委員さん

にお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

(委員) はい。 

(会長) それでは、お二人の方には後日会議録の署名をお願い申し上げたいと存じ

ます。 

 

５.  議事 

(報告事項) 

(会長) それでは、議事に入っていきたいと思います。会議次第の５、報告事項、 

報告第１号大谷地内民有林補助治山事業の進捗について、三重県伊賀農林事務 
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所森林林業室から資料の説明をお願いいたします。 

 

(１)報告第１号 大谷地内民有林補助治山事業の進捗について 

(県森林保全課) 県伊賀農林事務所森林林業室森林保全課長を今年の４月から賜 

っている南です、よろしくお願いします。横に同じ課の近藤と藤本を同席させ 

ていただきます。それでは着席して説明させていただきます。 

資料１の治山事業を説明させていただきます、２枚めくっていただきますと 

民有林補助治山事業年度別計画平面図で、緑色で囲んだ H２６NO６治山ダム

工（コンクリート）が昨年度実施いたしました治山事業の箇所です。そのすぐ

下に H２４（補正）NO５治山ダム工（コンクリート）が平成２４年度に実施

いたしまして、今年度は赤い枠で囲んだ H２７NO４治山ダム工（コンクリー

ト）この位置でコンクリート製のダムを予定しております。黄色い囲みが２箇

所ございますが来年度平成２８年度に治山ダム工を２箇所計画しております、

おおむねの場所は大谷地内です。 

もう一枚めくっていただきますとさらに詳しく書いてあります。横長ですが、

ほぼ真ん中の緑色が昨年実施した場所になります、NO６谷止工（H２６）△

印の所にコンクリート製のダムを設置いたしまして完成いたしております。そ

こより右へ数センチのところに赤い三角印がございます、NO４谷止工（H２

７）ここで今年度谷止工のコンクリートダムを渓流に施工しようと計画してお

ります。 

   施工にあたりましては、谷間の深い谷で道から遠い場所にありますのでケー 

  ブルクレーンを張りまして重機やコンクリートの資材をケーブルで運んで施 

工したいと考えております。この直線ですが、△印を通っている直線のライン 

にケーブルを張りまして設置したいと思います。 

今年度につきましては、右上からきている林道の少し離れたところにケーブ

ルを施工する位置のもう少し越えたところまで張りまして、この間をケーブル

で資材を運ぼうと計画をしております。同様に平成２６年度は緑の線で池のほ

とりから張りましてそこから運こんでおります。 

次めくっていただきますと、昨年度実施しました谷止工の完成した写真を数

枚つけております、今年度もほぼ同じ様なものが出来上がります。多少長さと

か高さが違ったりしますがぱっと見はよく似たものです。このようなコンクリ

ート製のダムを設置したいと思います。①は山側から見たものです。②は下流

から見た写真になります。③は下流側ですがやや横方向から撮ったものです。

④と⑤の写真ですが進入路として道を拡幅したりしたものを掲載しておりま

す。現在も利用できる状態です。⑥につきましてはケーブルクレーンを架設し

たときの状況写真で昨年度のものです。右側に小屋がありますがケーブルをひ

っぱて動かす操作をするところです、左に向ってちょうど林が切れたところを

とおりまして資材を運んでおります。⑦の写真は同じくケーブルを架設してい
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る状況の写真で、これは先ほどとは反対向きです、向こう側からケーブルを写

している写真です。この左側が池になっています。それから⑧の写真につきま

しては、今年度治山ダムを計画している位置の写真です、谷沿いに設置しまし

て上の赤いラインがダムの一番上のラインになります。真ん中に人が立ってい

るところが中心になります、これを設置することによりまして上流の渓岸部の

侵食された箇所から土砂が流れ出す部分を固定して山腹崩壊を未然に防止す

る施工になっています。⑨の写真ですが、赤いラインがケーブルクレーンがと

通っているところです。上流部の道の際から施工場所に向って張らせていただ

きます。  

もう一枚めくっていただきますと施工の構造図がありますが赤い部分がコ

ンクリート谷止工の実際のダムの形になります、巾２４ｍ、高さ７．５ｍ 

へこんだ部分から一番下までをダムの高さと表現しますのでそこからの高さ 

が７．５ｍとなっております。治山ダムの事業につきましては以上です。 

もう一点ございまして、みえ森と緑の県民税事業いわゆる森林税として平成

２６年度の初めから皆さんの家庭からも徴収させていただいておりますが、そ

の中から、県営の事業といたしまして治山災害を未然に防ぐための事業という

のを行っています。この事業自体も昨年度から実施しておりまして、めくって

いただいた平面図が平成２６年度に実施した箇所です。 

渓流部危険地に指定されているところで実施しておりまして、渓流沿いに渓

流部分の危険木の伐採を実施しまして、渓岸部、山腹部と含めまして実施いた

しました。この赤い低い木がめだっているのですが、その内側に谷沿いに両側

１センチ幅ぐらいで緑の低い木が記載されておると思いますがこの範囲内に

おきまして横たわった木の除去とか緑の範囲内の森林整備、いわゆる間伐を行

いまして、危険な流木が下流に流れないよう、また流れだしても最小限に留め

るような施工をいたしました。実施済みの写真が次にございます、施工前は上

の写真のように非常に暗がるい木が多い状態になっておりましたが完成後の

下の写真では健全な立木だけが残って今後健全な森林に育つというように施

工いたしました。 

もう一枚めくっていただきますと渓流に災害などで横たわった、倒れた木が 

存在しておりまして大災害のときに下流に流れ出す恐れがあるということでこ

れらを除去させていただきました。次の写真も同じような写真です。 

今年度の計画でございますが、昨年度の位置よりもう少し西側に計画いたし

ましてこの図面のとおり左からいきますと危険木除去（渓流部）これは谷の本

当の部分です、８５０ｍにわたりまして危険木除去等を行いまして、すぐ下に

あります調整伐（渓岸部）０．４ｈａにつきましては下の方の紫に色づけされ 

たところです、ここで調整伐、間伐を行いましてひょろひょろした細い木を伐 

採して森林を健全に保とうという作業です、それから右上に書いてあります調 

整伐（山腹部）これにつきましては、渓岸から片側５０ｍの範囲におきまして 
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森林の本数調整伐を行いまして、間伐と同じようなものですので森林を健全 

に育てようという作業を行いたいと思います。 

この事業につきましては、もうすでに発注しておりまして７月初旬から発注 

しておりますので、伊賀森林組合が施工してくれております、それから先に説

明いたしました治山事業ダムを造る方ですが、測量設計はすでに出来上がって

おりまして、近いうちに入札の手続きを進めたいと思います。９月中に契約し 

て３月までには完成する見込みで計画しております。説明は以上になりますが 

よろしいでしょうか。 

(会長) はい、ありがとうございました。 

ただいまの報告に対して質問等ございましたらお願いします。 

私から、平成２６年度の県の事業は桂谷だったと思うのですが、これは地権 

者が記憶によりますと四十数名おられて説明会を行い承諾をとりつけて頂い

て実施した経緯があったと思うのですが、平成２７年度今年の大谷については

同種の手続きは踏んでいないのでしょうか。 

(県森林保全課) 森林保全課の近藤と申します、昨年度末に大谷の地区で同様の説 

明会をさせていただいております、平成２６年度事業の工事のスタートは遅れ 

ておりましたので、説明会も大分遅れていたんですが、今年度に関しては、早 

めということでしたので前年度にすべて説明会をさせて頂いております。 

(会長) 大谷の地権者は何名位おりますか。  

(県森林保全課) 桂谷と同様かと思うのですが同じ地権者の方もみえます。 

(会長) いらっしゃいますね。 

(県森林保全課) 桂谷よりは若干名少ない感じはします。 

(会長) そうですか、他に何かございませんか。 

特段ないようですので次に進ませていただきます。ご苦労様でした。報告第 

  ２号林道「三国塚線」開設工事の進捗について説明を頂きたいと思います。 

 

(２)報告第２号 林道「三国塚線」開設工事の進捗について 

(農村整備課) こんにちは、三国塚林道開設工事を担当しております農村整備課整 

備係の井上と申します、昨年から引き続き担当させてもらっております秋元、 

今年の４月から農村整備課に配属になり新たに担当させて頂く中森でござい 

ます。よろしくお願い申します。 

それでは、お配りさせていただいております開設工事の計画書をご説明させ

ていただきます、前回の管理会でご説明させて頂いたときには平成２６年度繰

越工事を２月頃発注を終えて工事を進めていますということでご説明をさせ

ていただきました。 

   現在平成２６年度の繰越工事につきましては、契約途中であるのですが、現

場としては、完了しているということで、いよいよ平成２７年度工事をこれか

ら発注させていただく段取りで進めております。工事全体の進捗といたしまし
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ては、約９０％の進捗率で、あと１０％残すのみというかたちで現場の方が出

来上がってきております。 

資料を２枚めくっていただいて、平面図(1)から平面図(4)まで、平面図(1)が

三国越林道から三国塚林道へ入ってくる部分で青色に着色した部分ができあ

がっている区間でして、平面図(4)を見ていただくとあと２６０ｍとなっており

ます。 

工事としましては、青色に塗った部分は道路としてガードレールその他構造

物すべて含んだ状態ですべて終わっています、赤色の部分は一部掘削もおわっ

ていますが道路としては未完成というかたちです、残っている延長、見た目と

してはある程度向うの木もなくなってぼちぼち終わりが見えてきたという状

況までさしかかってきました。 

今年度につきましては 1,600 万円の予算要求をさせて頂いていたのですが、

最近の農林事業の国庫補助の予算配分が好ましくない思わしくない状況で

1,300 万円の事業費の割合となっています。昨年度まで平成２７年度で工事を

終わらせて頂くスケジュールでお話をさせて頂いていたのですが、平成２５年

あたりから２６、２７年とだんだん山頂に近づくあたりになりまして巨岩があ

り中々費用の割りには工事の進捗がはかれない現場の状況になっています。平

成２８年度以降におきましては残りの区間の予算確保をする必要が一部出て

きておりますので、今年度残区間の精査をさせて頂いて計画書では 3,000 万円

と書かせて頂いておりますが、県、国の方に残りの区間の工事費配当をお願い

しながらもう１年延ばさせて頂く状態で工事の方を進めさせて頂きたいと思

います。来年の今頃になれば来年度の予算配当と今年の工事の終わりというこ

とで本当に前が見えてくるかたちになるのかなということで進めさせて頂い

ております。現在の進捗状況は以上のようになっております。 

今年度も引き続きご協力の方よろしくお願いいたします。 

(会長) ありがとうございました。 

   よろしいでしょうか、平面図の(4)ですが、青色までは道路としての工事が

終了しているということは舗装も完備できている。赤色の部分の平成２７年度

実施区間はどの辺まで出来ているのですか。 

(農村整備課) 平成２７年度は木の伐採が終わって、土の状態に出来あがっている

きちっとした高さは出来上がってないんですが、山を切り開いた状態そういう

状況にはなっています。 

(会長) まだそんなところですか、これから見ると青色までは完全に終わっている

と、舗装もできているというかたちですね。赤色はこれからの開削というか山

を削ったりの段階にあるということですね。 

(農村整備課) そうです。 

(会長) 延でいくと何キロ位になりますか。 

(農村整備課) １．８ｋｍになります。  
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(委員) 平成２７年度入れて１．８ｋｍですか 

(農村整備課) 全部終わって１．８ｋｍですので、今のところ１．６ｋｍ位です。 

(委員) だいたい９０％ですか。 

(農村整備課) そうです。 

(会長) 先ほどの治山事業の進入路の件ですが、あれから見たら大分遠いですか。  

(農村整備課) この施工計画図年度割を見て頂いたらわかるのですが、檜尾の池が

ちょうど青、赤、黄色、緑と色分けしておりますが、今終わりましたというと

ころがＨ２６と書いております緑の部分までです。そして檜尾の池というのは

まだ右側の点線をたどっていったところの一番右側にありますので同じ位の

区間を工事しないとそこまでは到達しないです、位置的にはそういうところで

す。 

当初平成２４年から担当させてもらっているときに先線のお話もして頂い

た事もあったんですが、私もそのつもりで県の方には、この事業の後には検討

の話はさせてもらってあります。今までどおり３ｍの道路がほしいのか作業道

的な２～２．５０ｍ位の道路でいいのかということによって事業が変わってく

るので、実際のところ３ｍの道路を今新たに開設するのは中々難しいと聞いて

いまして、作業道２．５ｍ計画で上げて頂いてありまして、ずっと以前から上

げて頂いてある図面ですが多分作業道の方がこの先線の事業としては進みよ

い、林道という名前よりは作業道のほうがお金もつきやすく進みやすいという

ことで昔からある話のなかで、そういう計画をされていると思います。そうい

うのも来年度になれば次のことも考えて作業道でいくのか、３ｍの道路が本当

に難しいのかと、今年度あたりから県の方にも調整しながら話をさせて頂きた

いなと思っておりますが三重県下でも林道開設しているのは伊賀地区を含め

て２～３地区しかないような状況で中々新たな林道の開設というのは出来な

いことはないのですが予算確保が難しいように聞いております。ただ出来ない

ことはないので、出来るのであればなんらかの方法で詰めていくべきものかな

という考えは持っています。その辺いろんな案を模索しながら考えて行きたい

と思います。 

(会長) わかりました。他にないようですのでありがとうございました。 

(農村整備課) 今年度もよろしくお願いします。 

(会長) それでは続いて、報告第３号南部財産区内における貸付地について説明を

事務局からお願いします。 

 

(３)報告第３号 南部財産区内における貸付地について 

(事務局) 南部財産区内における貸付地について説明させて頂きます。平成２２年

８月１日に㈱道山と締結した土地賃貸借契約が今月末７月３１日で満了とな

ります。㈱道山の方からは平成２５年９月の時点で所有権の移転登記がされて

おります。それに伴いまして土地貸付契約の解除の申し出と転売先への新貸付
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という依頼がありましたが、まだ㈱道山、新規の所有者二人そろって支所へ来

られておりませんので電話で催促等させて頂いております、今そういう状態で

す、満了までには、事務処理を完了したいと思っております。 

もう１件㈱エム・シー・エスの件、広沢の堆肥リサイクル工場ですが９月３

０日で契約が満了になります、㈱エム・シー・エスの方は引き続き貸付契約の

更新を望んでおりますのでそのまま事務処理をさせて頂きたいと考えており

ます。以上２点でございます。 

(会長) この間㈱道山跡地へ寄ってみると鎖で今進入禁止にしてありますけど左

の建物と正面の２階建プレハブみたいなものが建っていますがあのプレハブ

が㈱道山に財産区が貸している敷地外のものですか。 

(事務局) 多分個人の方が㈱道山に貸していたところの建物だと思います。 

(会長) あれは、財産区の土地ではないのですか。 

(事務局) はい、㈱道山の工場があったところと、今言われた建物の間にコンクリ

ートの道があったと思うんですがそれが財産区の貸付地です。それを県道側へ

行くと合併浄化槽が入っておりその西側に井戸を掘ってある状態で貸し付け

ています。 

(会長) 他になにか。 

(委員) 新所有者とは、どういう事業をしていますか。 

(事務局) 今のところ不動産ブローカー程度としか聞いておりません。 

(会長) 何か外観的に見たら何も使ってない感じがする。 

(事務局) 貸倉庫みたいな感じで荷物は入れているらしいです。 

(会長) あまり車の出入りはしていないような感じで、あまり来ていない様子です。 

話は変わりますが、㈱エム・シー・エスにはどの位貸し付けているのですか面 

積的には。 

(事務局) １万平米位です。 

(会長) 約３千坪ですか。 

(事務局) 工場としては約１万平米で緑地として 36,000 ㎡あります。 

(会長) 貸付料はどの位でしたか。 

(事務局) 2,652,500 円です。 

(会長) 三光砿業㈲は 60 何万円でしたか。 

(事務局) 652,000 円です。 

(会長) ４倍位ありますね。しかし日によって異臭が避けられません、風向きと気

象条件によって湿度の高い日は臭いがきついです。将来的には考える必要があ

ると思われます、今住宅がありません、工場だけですので比較的に穏やかです。

近隣に住宅があれば難しい問題です。 

   わかりました、９月３０日に現在の契約が満了になると、それについて１０

月１日に更新するということですね。 

(事務局) はい。 
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(会長) よろしいですか。次に進めさせて頂きます、報告第４号財産区有林境界測

量の進捗について事務局から説明お願いします。 

 

(４)報告第４号 財産区有林境界測量の進捗について 

(事務局) 境界確定業務の報告をさせて頂きます。資料４の３枚目の地図を見て頂

くと平成２４年度から平成２６年度は緑のラインを測量いたしました、その中

で２６年度は３．３８ｋｍを測量いたしました。境界確定につきましては所有

者として、多羅尾区さん、個人所有者５名の境界立会い作業はできましたので

その部分に関しては確定ということで書類が整っております。今年度２７年度

につきましては、オレンジのライン部分奥田観節の境界あたりから北へ登りま

して三国塚林道の終点あたりまでを測量範囲と計画しております。平成２６年

度の最終あたりから平成２７年度予定している部分につきましては島ヶ原地

域の個人の所有地が隣接しているということで境界確定作業のほうも出来る

かなという感覚です。以上です。 

(会長) はい、これは北部林だけですね。 

(事務局) はいそうです。 

(会長) 貸付地の関連で情報を報告しておきます、先ほど㈱エム・シー・エスの話

をしましたが今度はキンキパートナーズ㈱の話ですが、専務と会う機会があり

まして、予て区有林をトラックのヤードに譲ってほしい、貸してほしいという

話があったのを確認したところ、当面はむずかしいが、将来的にはやりたいの

で何年後の話になるか分からないがその時はよろしくお願いしますと言って

いるので記録だけしておいてください。 

(事務局) わかりました。 

(会長) はい、それでは報告事項１号から４号まで終わりましたので次に移らせて

いただきます。 

次は同意事項であります。議案第１号の平成２６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報告を頂きたい、なお本件につきましては過日伊

賀市監査委員会において審査を受けた結果「指摘事項なし」という報告を受け

ておりますのでそのことを申し添えておきたいと思います。それではよろしく

お願いします。 

 

(5)議案第１号 平成２６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 

(事務局) 失礼します、それでは議案第１号の平成２６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、歳入のほうで１款財産収入、１項財産運用収入、

１目財産貸付収入、１節土地貸付収入、収入済額 27,391,895 円これにつきま

しては丸末、ｴﾑ・ｼｰ・ｴｽ、三光、道山他３件でございます。２目利子及び配当

金、１節利子及び配当金、378,502 円、島ヶ原財産区基金利子でございます。

１款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売払収入、１節土地建物等売払
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収入、収入済額が 191,696 円これは県治山事業にかかる立木の売却でござい

ます。２款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、１節繰越金、680,427 円、前年

度からの繰越金でございます。３款諸収入、１項預金利子、１目預金利子、１

節預金利子 75,000 円これは島ヶ原カントリーの保証金 1,000 万円の預金利子

でございます。３款諸収入１節雑入 76,647 円これは立木の伐採補償料で関西

電力亀山保線所からのものです。歳入合計といたしまして 28,794,167 円でご

ざいます。 

１枚めくって頂きたいと思います歳出状況でございます。歳出としまして、

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、細目一般管理費、区分、報酬、

支出済額 1,478,000 円、各委員さんの報酬、嘱託職員の報酬です。４節共済費

21,813 円。７節賃金 2,297,722 円これにつきましては山林看守人、臨時職員の

賃金です。８節報償費 246,000 円。１１節需用費 72,605 円。１２節役務費 8,200

円。１９節負担金 8,702円。２５節積立金 7,080,000円。２８節繰出金 5,505,002

円、これにつきましては三国塚林道の開設工事の負担金 1,205,242 円、それの

償還金が 288,120 円、耐震工事負担金が 4,011,640 円の繰出しをしております。

２款財産費、１項財産造成費、１目財産区有林造成費、細目財産区有林造成事

業、７節賃金 3,500,242 円、森林作業員の賃金です。報償費はございません。

１１節需用費 2,147,803 円。１２節役務費 57,270 円。１３節委託料 4,785,802

円。１６節原材料費 25,745 円。１８節備品購入費 108,903 円。２７節公課費

6,600 円です。公債費はございません。１枚めくっていただいて予備費もござ

いません。歳出合計 27,350,409 円で歳入歳出差引の残高が 1,443,758 円にな

りまして平成２７年度へ繰越をしております、決算につきましては以上でござ

います。 

(会長) ただいまの決算について質問はございませんか。 

(委員) 財産区として平成２６年度決算が終わって積立金が総額幾ら位あるので

すか。 

(事務局) 平成２７年３月末で 183,955,000 円です、 

(会長) これは平成２６年度決算の積立金 7,080,000 円を入れてということですね。 

(事務局) そうです。 

(会長) 積立金の 7,080,000 円ですが、平成２６年度の繰越が 1,443,758 円ありま

すね。これを合わせると８５０万円程度になりますけれど、これを基金に組入

れないといけないのでは。 

(事務局) 平成２７年度当初の賃金等を一般会計から立替えて支出することにな

りますので繰越金を計上しています。 

(会長) よろしいですか、歳出の２款財産費の委託料 4,785,802 円の内訳を教えて 

ください。 

(事務局) 内訳につきましては、境界確定の委託料 3,284,602 円、森林整備委託料

1,501,200 円これは森林組合に支払いしています。 
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(会長) 見晴台を作った時に歩道を付けたり、砕石を敷いたりしているがこの費用

はどこに入っていますか。 

(事務局) 森林整備委託料に入っています。 

(委員) 境界測量の立会いの日当はどの位ですか、立会人に支払う額です。 

(事務局) 支払いしておりません、最初謝礼で用意しておりましたが、市が出して 

ないということでしたので財産区としても支払っておりません。 

(会長) 他にございませんか、無いようでございますので平成２６年度決算につき

ましては管理会としては同意をさせていただきたいと思います。 

（全員異議なし） 

ありがとうございました。 

(事務局) 以上をもちまして、平成２７年度第１回伊賀市島ヶ原財産区管理会を閉 

会とさせて頂きます。ご苦労様でした。 
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