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平成２６年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理会会議録 

 

開催日時    平成 27年 2月 20日(金)午後 1時 30分から午後 2時 45分 

出 席 者    管理会会長、副会長、委員 5名 

三重県伊賀農林事務所 森林保全課 吉川課長、近藤、藤本 

農村整備課、井上主査、秋元 

町区区長土山、山菅区区長西山、山菅区副区長西山 

田槙島ヶ原支所長、池本振興課長、森岡主幹、杣井嘱託員、山本臨時職員 

村主山林管守人 

 

1.  開会 振興課長 

それでは定刻となりましたので、ただいまから平成２６年度第２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。はじめに会議次第２でございます。会長あいさつ、風隼会長よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

２. 会長あいさつ  

それでは着席して失礼します。皆さんこんにちは、本日は平成２６年度第２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。 

今年乙未の年明けはご案内のように寒波と大雪に見舞われましたけれども２月の立春を過

ぎまして観菩提寺正月堂の修正会も無事終わりました、日差しは春めいてまいりましたけれど

も、なお寒い日が続いております。健康にご留意を賜りたいと思います。 

本日の会議におきましては報告事項３件、同意事項３件がございますのでご審議の程よろし

くお願いを申し上げたいと存じます。 

   

(事務局) ありがとうございました。続きまして会議次第３でございます。田槙支所長より 

ごあいさつを申し上げます。 

 

３. 支所長あいさつ 

失礼いたします、改めまして皆さんこんにちは、本日は平成２６年度第２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何かとお忙しいところ委員の皆様には全員ご出席いた

だきまして誠にありがとうございます。平素は伊賀市行政とりわけ島ヶ原支所業務に対しまし

てご理解ご協力頂いておりますこと、この場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。 

本日提出させて頂きました案件につきましては先ほど会長からもありましたけれども、報告

事項が治山事業など３件の進捗状況、同意事項が災害復旧工事負担金の支出について及び平成

２６年度補正予算並びに平成２７年度当初予算についての３件でございます、後ほど担当から

説明させていただきますのでご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、大変簡単ではござ
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いますが開会に際しましてのごあいさつとさせていただきます。本日は大変お疲れ様でござい

ます。 

 

(事務局) ありがとうございました。それではこれより議事のほうに移らせて頂きます、議事

進行につきましては伊賀市島ヶ原財産区管理会の条例第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、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たいと思います。委員の皆様には議事の円滑な進行につきまして

ご協力を賜りますようお願いいたしたいと存じます。本日の出席委員は全員ですので会議は成

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、菅山委員さんと増尾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) それではそのように取り計らいをさせていただきたいと思います、両名の方には後日

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、議事に移らせていただきます。会議次第の５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、県農林事務所森林保全課吉川課長、近藤主幹、藤本技師 

の３名から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 

 

 (吉川課長) ご紹介いただきました三重県伊賀農林事務所森林保全課長の吉川でございます。 

日ごろは治山事業につきましてご協力賜りましてありがとうございます。今年度の事業な 

らびに次年度の治山事業についてご説明をさせていただきます。着席して失礼します。 

資料１の事業年度別計画表をご覧ください。平面図をみていただきたいと思います。谷 

  止工コンクリート、緑に囲んだH２６という治山ダムコンクリートとH２７治山ダムコン   

  クリートがございます。H２６が今年度実施させて頂いている治山ダムの現場であります。 

H２７は次年度計画させていただいているところでございまして、今年実施させて頂いて 

いるところから下流２００ｍ位の位置に計画をさせていただいております。 
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１枚めくって頂きまして、同じような地図なんですがこちらは施工位置とケーブルクレ 

ーンの架線で、谷にコンクリートダムを作っておりますので架線のルートを表しているも

のでございます。今年度させていただいている№４谷止工は今現在工事にかかっています。 

  実は今年度事業ということで３月末完成をめざしていたところなんですが進入路の路 

 肩が崩れておりましてそこを修理しながら今年度は事業をさせて頂いておりますが予算  

的に当初予算で足りないところがございまして、予算の追加を待ちながらやらせて頂い 

てるという状況で、３月末から若干工期延長、一部繰り越しまして５月ごろの完成の予 

定でございます。いま繰り越しているところでございます。路肩修理しないと通れない 

ところがありましたので、その辺ご了承願いたいと思います。 

１枚めくっていただきまして、①の治山ダムでございます。前ページの○数字の写真と 

  あわせてご覧いただきたいと思います。写真の①の治山ダムＨ２６、これは今年度やらせ   

  ていただいている治山ダム施工位置で、着工前の写真でございます。この位置に工事させ 

  ていただいております。 

１枚めくっていただきまして②です。これは現状の掘削がほぼ終わって、これからコン

クリート打設をはじめる現状に一番近い状況です。ダムの規模ですがＬ＝２１ｍ、Ｈ＝６

ｍ、Ｖ＝２２２立米このような規模でやらせていただいております。 

１枚めくっていただきまして③ですが、これは横からみた同じ現場です。こういう状況

でございます。ケーブルクレーンを使っての工事ですので重機を分解して、クレーンで運

びながら現場でまた組み立てて蛇行して行く、コンクリートの打設もケーブルクレーンを

使って若干手で運びながらで、思ったより時間がかかってしまう難工事です。 

１枚めくって頂きまして④の写真ですが、路肩の状況です。これは池の手前の路肩が崩

れておりまして、道が狭くなっておりましたのですが、ここをトン土のうといいまして、

大型の土のうを積んで路肩を修復しながら道を通らせていただく状況の写真です。 

１枚めくっていただいて、⑤がトン土のうのところを横からとった写真です。このよう

な状況でありまして、今通行可能な状況であります。工事の完了後もこのままの形でおか

せて頂く予定であります。ただし、永久構造物のコンクリートものではございませんので、

永久的にこのままの形で残るかはわかりません、あくまでも工事に関しての仮設的な施設

を残らせていただきますので、ご了解をしていただきたいと思います。 

⑥ですが、池のほとりを今年の架線が通らせていただいている状況の写真です。 

⑦は逆側からの状況です。ここへ到達するために先ほどの路肩を修復する工事をさせて

いただいております。 

もう１枚めくっていただきます⑧の写真ですが、次年度２７年度に実施をさせて頂きた

いと考えております施工位置の写真であります。大体赤の線を入れた規模の治山ダム、谷

止工といいますがこれをさせていただく予定であります。Ｌ＝２１.５ｍ、Ｈ＝７.５ｍ、

Ｖ＝２９９.４立米の治山ダムを計画させていただいております。内示は４月以降ですが今

のところそういう要求に対して要望をあげている状況です。 
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⑨ですけれど、これは平成２７年度の谷止工を設置させていただくのにケーブルクレー

ン架線が必要になりまして、今年させて頂いているところから少し下流側の、池より手前

のところから架線を設置するというところです。最初に見て頂きました図面の赤い実線で

すが、これはだいたい平成２７年度ケーブルクレーンが通ると想定しているところです。

このようにさせていただきたいと思います。 

最後のページは、路肩の耐候性土のう積を実施したものでトン土のう５１個を使用し、

道幅を確保し、今利用させていただいている状況です。このような状況で今年度少し工事

が延びるのをご理解いただきたいのと、平成２７年度に関しましてこの箇所を国に対して

要望しておりますのでご協力よろしくお願いします。以上でございます。 

(会長) 只今の報告に対してご質問等ございませんか。 

それではないようですので、報告第２号林道三国塚線開設工事の進捗について、市産業振 

興部農村整備課井上主査より説明いただきます。 

 

(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) 皆さんこんにちは、農村整備課井上でございます。工事担当をしております秋 

元でございます、よろしくお願いします。例年に従いまして工事進捗ということでご報告 

をさせて頂きます、平面図１から４まで、４ページ赤色と青色で色分けで塗らせていただ 

いております、それと表紙の計画書ということでご説明をさせて頂きたいと思います。 

昨年の１２月に繰越という形で事業を進めさせていただいておるのですが、平成２５年 

  度の予算であります２５年度繰越事業が完了致しいたしました。平面図３、４をご覧くだ  

  さい、現在青色の部分まで終わっており、平面図４の一番端が終点になるんですけど後１   

  ページでほぼ路線としては完了するというような、ちょうどまあ終点が見えてくるかなと  

  いうところまでさせていただきました。 

訂正をさせて頂きたいんですけれども計画書の左側に「平成２５年度繰」と書かせて頂 

  いてございます欄の内容に、開設延長Ｌ＝１２０ｍと書かせて頂いてますが２６０ｍの誤   

  りでございます。あわせて一番下の平成２７年度の４２０ｍが２８０ｍでございます。整 

  備率としましては平成２５年度繰が７５％と書かせていただいておりますけれど、７８％ 

  位の進捗率という形になってございます。その下に書いてます平成２６年度Ⅴ期ですけれ 

  ども平成２６年度予算が 2,610万円ということで、県の方から報告いただいておりまして、 

これに伴う工事発注がこのほど終わったところでございます。上野の小田町にございます 

長谷川興業が落札をされまして、来月ぐらいから伐採等々の工事にとりかかって頂けるこ  

とになってございます、３月末ではとても終われませんので、繰越をさせて頂きまして今 

年８月半ば、盆あたりまでの工事期間で進めたいと思います。今回の予定延長につきまし 

てはＬ＝２００ｍということでそれが完了しましたら８６％が８９％ぐらいの進捗率に 

なるのかなという状況でございます。 
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今後の予定でございますけれども、平成２７年度、これは一応最終年度というかたちで 

  進めさせていただいております。1,600万円の予算要求を現在しておりまして開設延長２  

  ８０ｍで来年度うまくいけば終わるのかなというかたちで進めておるのですが、実はこの  

  延長を見て頂いたらわかるんですが平成２６年度が 2,610万円に対して２００ｍというこ 

  とで、２７年度の残りが２８０ｍに対して 1,600万円の予算で、だんだん山の頂上付近に 

  近づくにつれて土質も岩とかそういうもので進捗もおもうようにはかどっていかないと 

  思っております。今年の 2,610万円の今発注した工事で延長２００ｍがどれだけ伸びるか 

  というのもあるのですが、２００ｍでは伸びたとしても２００が３００になることはあり 

  ません。少し増えたとしてもまだ２８０ｍか２７０ｍが残るということで、予定しており 

  ます予算内でどうかなというのが今現在の見込みです。これから又来年度にかけまして県 

  に調整をさせて頂いて来年度予算を膨らますことは難しい部分はあるんですが、そのへん 

  も含めて平成２７年度で終われるのか、平成２８年度にも再度予算要求をさせていただい 

  て残った延長分を進めさせていただくのか検討させて頂きますので、次回の管理会ではあ 

  る程度そういった部分の見込みもご報告もさせていただけるのかなと思っています。今の 

  ところはだいたいの話しかさせていただけないんですけども、そういうかたちで進めさせ 

  ていただきたいと思います。 

今年度につきましては、この２月に発注させていただきました工事を前へ向いて進める 

  というかたちで早期着手ということで進めてまいりたいと思いますので今後ともよろし 

  くお願いします。農村整備課からの報告としては以上です。    

(会長) ありがとうございました。只今の報告に対してご質問等ございましたらお願いいたし 

ます。 

(会長) １点だけ、平成２６年度の予算が 2,610万円です、これの開設の延長工事が２００ｍ 

に対しまして、平成２７年度は２８０ｍ残るにもかかわらず 1,600万円の予算しかないと 

こういうことで、いずれにしましても平成２７年度では完成しないということですね。 

そうした場合、平成２８年度で追加予算をとって次年度に完成をさせるという理解でよろ 

しいですか。 

(農村整備課) はい、そうです。 

大きな計画として、一つの大きな予算のなかでいま枠がいっぱいになってますので、枠を

増やすような作業を来年度当初から進めていかないといけない。平成２７年度から大きな

計画を一つ変更するというようなかたちをはじめていかないといけないので、今までみた

いな少し足らないから増やすというようなことはできないので、最終年度はそういう行為

が必要になってきますので、来年当初から進めてどういう枠取りができるのか調整させて

頂きたい。 

(会長) わかりました。他にございませんか皆さん。 

それでは特段ないようですので、ご苦労様でした。 

つづきまして、報告第３号財産区有林境界確定業務の進捗について事務局から説明をお願
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いします。 

 

(3）報告第 3号財産区有林境界確定業務の進捗について   

 

(事務局） 報告第３号財産区有林境界確定業務の進捗について、資料３をご覧ください。 

ここに書かせてもらってありますように、赤い線につきましては境界測量が終わり境界確

定までできております。そこから西へ青いラインが入っていますが、部分的には境界立会

いも済んでいるところもありますが、全部がつながりませんので測量だけというような状

態になっています。南山城村との境を下りてきまして島ヶ原地内を東へ向って入っていっ

ているところです。青い線の途切れたところから来年度引き続き猪谷池の方に向けて上っ

て、一番最初の赤い線の始まりまで巻くような格好で測量を続けていく計画です。年数的

には３年ぐらいはかかると思っています。又境界確定につきましては滋賀県側については

多羅尾区の方と他所の方もおられますので全部は確定できないのかなと思います。南山城

村に接している部分に関しては島ヶ原村当時に確定作業を行った経緯もございますので、

その資料を精査したうえで確定の立会いをしなくて済むように進めたいと考えておりま

す。島ヶ原地内につきましては公図で所有者を確認して立会いをして頂いて財産区の境界

を確定したいと考えておりますが難しい点もあるかと考えております。今のところは青い

線の途切れているところで測量は終わっている状況です。以上です。 

(会長）ただいまの説明に対して何かご質問はございませんか。特にないようでございますので

会議を進めさせていただきます。それでは同意事項議案第１号災害復旧事業工事負担金の

支出について。 

 

（同意事項） 

（1） 議案第１号 災害復旧事業工事負担金の支出について（松代農道） 

 

(事務局）議案第１号ですが資料４に付けてあります松代農道の災害復旧工事負担金の支出に

ついてでございます。昨年８月の台風１１号で松代農道の路肩が崩落しました。それを復

旧するにあたって山菅の区長さんと相談させていただきまして、最終的には国の災害復旧

事業に乗っかって復旧工事を行うことになったのですが、当初、市から材料を支給して地

元で施工してはどうかと区長さんより提案を受けたのですが、二次災害がおこることが考

えられましたので、地元負担金が必要ですけれども国の災害復旧事業で行ったらと、お話

させていただきました。それで今回国の災害復旧事業で工事を行っております。工期は本

日でコンクリート打設が終わり、後は養生期間が終わり完成の見込みとなっております。

受益者負担金として１０％発生しますが、工事代金の内国の負担が６５％、市が２５％、

地元の受益者負担として１０％、農道ですので農地の受益者が本来この１０％を負担する

べきものなんですが、この農道を使って耕作されている方がみあたらないので、農道を利
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用する山菅区の区山、町区の区山、島ヶ原財産区の区山が受益者になると考え、今日は区

長さんにご説明ということでご出席頂いております。 

   災害復旧事業が多かったことで、国の補助が６５％から９７％になり、残り３％を地元

が負担金することになりました。 

(山菅区長) こんにちは、お忙しいところ委員さんはじめありがとうございます。 

事務局に説明いただいた３％18,400 円発生がしますけれども財産区と町区の区山にも何

とか負担していただけないかなと思います。どうでしょうか少しでも負担お願いできない

でしょか。 

(会長）そういう要望ですね。 

(町区長) そうなりますと、その面積の割合とかそういう形になってくるわけで、結局それが

どれくらいになるか私もわかりませんし、山菅区の区長もわからないと思います、そこは

どのようになっていますか。財産区と町区と山菅区で分けて出すならば財産区と町区と山

菅区と同じにするのか、どういうわけ方をするのか、いくらわけるのか金額的に。 

(事務局) 18,140円です。 

(町区長) 18,140円を分けるのですか。 

(事務局）分けるか、農道を管理している山菅区として出すかです。 

(町区長) その 18,140円を３区でわれば 6,000円ですか。 

(事務局）単純に割ればそうです。 

(町区長) 6,000円というものの面積的なこともありますし、6,000円は財産区は出してもらえ 

るということですか。 

(事務局）それは、今から協議させていただきます。 

(町区長) 出そうと思っているのですか。 

(会長）それは、今はじめて聞いたところです。それは要望として承りまして、その後財産区と 

してどういう判断をするかということについて審議させて頂くということです。 

(町区長) 町区としては財産区の面積と山菅区の面積と町区の面積としたら町区の面積はずい 

ぶん少ない、何対何対何と一度計算してもらうと財産区が一番多いのではないかと思いま

す。 

(会長）町区の区長が言われてるのは、負担金 18,140円を３者で均一分割するのか面積割合に

するのが平等ではないかという議論でありますから、測量となってくると 18 千円程度で

すみません。何十万の測量費となってきますから図面上で判断せざるをえないと思います

ので、そんな中で応分の負担をし合うというような方向が一番公平ではないかと思われま

す。これは私見ですけれど。これはまだ 18 千円程度の金額ですからこれですみますが、

後年どれだけの金額の工事が発生するかわかりません。そういうことで１箇所が全部負担

するということにはならないと思います。市道であれば１００％市が負担しますけれど、

農道は受益者負担が原理原則ですからこれはやはり負担をし合うというのが公平な考え

方ではないかと思われます。その基準からしますと面積割しかないと思います。 
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(町区長)  と思います。きっちりとではなくだいたいの計算で、町区としては法人化になって

いますので、松代という名前が法務局で登記されているので町区はきっちりできている。 

山菅区はどのようになっているかわからないが、面積的に知らせてもらって、ほぼこれ位

だということでよいのではないか、そのように思います。 

(会長）ちなみに、町区の場合法人化の時に登記しているのですね、その面積がわかっているの 

ですね。 

(町区長) 調べたらわかります。 

(会長）そうですね、基本的には３者で分けるという方向しかないのではないかと。 

(町区長) それが一番平等では、１年に１回しか使用しないが、知らないとはいえない。そこ 

に土地があり通行する限り。 

(会長）財産の山林管理からすると通行せざるをえないので、それは知らないといえないのでは

ないかという判断です。 

(町区長) 面積をみてもらって計算してもらって、細かいことは言いません。それでは事務局 

その方向でお願いします。 

(事務局)  面積割ということですね。 

(会長）それしかないと思います。 

(委員）大雑把な金額になると思いますが、下手をすると前例になってしまう可能性があります

ので、皆さんが納得した形でいいのではないでしょうか。 

(町区長) 前にこのような事がありましたでしょうか。 

(会長）ありません、近い事例としては前年奥田林道で崩落があって工事負担金が発生したんで

すが、あくまでも財産区有林内の林道でありましてこれは１００％財産区が負担したとい

う実例があります。 

(町区長) 合併し財産区が出来１０年たち、初めて起こった災害であり、例がありませんが今

回はそういう形でよいのではないでしょうか。 

(会長）それではその方向で精査をして、割合を出して、金額が出てきますからご案内を差し上

げるということでよろしいでしょうか。 

(山菅区長) 皆さんありがとうございました。 

     （区長退席） 

(会長）今の件につきまして委員の皆さんご意見ございますか。 

(委員) 面積が出てきますか。 

(事務局) 出てくると思います、細かいところまでは難しいかもしれませんが、ある程度の案

分割りはできると思います。農道ですので昔の赤道を広げたもので本来なら山菅区にある

農道ですので山菅区で管理をするということになります。それで何かあれば地元負担金に

ついては受益者に負担してもらうことになります。今回は山菅区は管理しているけれども

受益者が耕作放棄地状態となってますので、山菅区が１００％負担してくれるというなら

一番よかったのですが、農道を通って山菅、町、財産区の山に作業に入っておりますので
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３者で応分の負担をしてもらえないかという山菅区長さんからの依頼でした。 

(会長） 全部山菅地内であれば１００％山菅区で負担してももらわなければならない案件です

が、財産区と町区の区有林があるということで、その農道を通らないとそこへ行けないと

いう必要性がありますので、これは当然応分の負担をしようという判断です。 

今回の場合 18 千円程度の負担なんですが、これからこれだけ豪雨とか発生する時代です

ので、どこで何が起こってくるかわかりません。その負担金が高額になってきた時にどう

するのか、今回の事例が前例になりますので慎重に判断しないといけないと思います。 

それでは事務局のほうで面積割を出して頂いて 18,140 円を割るということでよろしいで

しょうか。 

（全員異議なし） 

(会長）それでは同意をしたいと思います。次に同意事項２であります、平成２６年度伊賀市島

ヶ原財産区特別会計最終補正予算の要求についてを議題とします。事務局から説明をお願

いします。 

 

(2） 議案第２号平成２6年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計最終補正予算の要求について 

 

(事務局）失礼します。議案第２号平成２６年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計最終補正予算につ

いてご説明をさせていただきますので資料５をご覧いただきたいと思います。 

これにつきましては、歳入歳出 891,000 円の追加をいたしまして歳入歳出 28,758,000 円

と定めております。まず歳入の方からご説明申し上げますのでよろしくお願いします。 

１款財産収入、１項財産運用収入、1 目財産貸付収入、補正額は 78,000 円増でございま

す。次に２項財産売払収入、１目不動産売払収入でございます。これが 157,000円増、立

木の売払収入でございます。次に２款繰越金でございます。繰越金に付きましては 580,000

円増、前年度からの繰越金でございます。次に３款諸収入、２項雑入、１目雑入 76,000

円増、立木の伐採補償料で、これは関電関係でございます。歳入の補正後 28,758,000 円

でございます。次に歳出の方をご覧いただきたいと思います。歳出の方の１款総務費、１

項総務管理費、１目一般管理費につきましては、３月の補正額 1,036,000円の減で補正を

させていただいております。その内訳といたしましては、共済費で 5,000円増、これは労

災の保険料の追加でございます。賃金で 305,000 円増、作業員賃金１名増によるもので、

7,600 円の 40 日分で計算しております。報償費が 6,000 円増、これは法律相談の値上分

でございます。旅費につきましては 12,000 円減、境界確定で不用となりました。工事負

担金 68,000 円増、これは先ほどの松代農道の負担金ですが、市から報告いただいていた

のがこの負担額でしたのでその全額を計上させていただいております。次に積立金につき

ましては 1,561,000円減でございます。繰出金につきましては 153,000円増、これは三国

塚林道開設工事負担金と、同林道事業償還金でございます。次に２款財産費、１項財産造

成費、１目財産区有林造成費でございます。合計といたしまして３月補正額が 1,927,000



 

10 

 

円増でございます。その内訳といたしまして、賃金で 274,000円増、これは作業員３名分

の賃金でございます。報償費で 120,000円減、境界確認立会謝礼が不用となりました。需

用費で 1,663,000円増でございます、これにつきましては消耗品、燃料費、修繕料の金額

でございます。役務費、委託料、原材料費につきましては補正がありません。備品購入費

は 110,000円増でございます、これは機械器具購入代でございます、ハシゴ、チェーンソ

ーの購入を予定しております。３月の補正分につきましては以上でございます。平成２６

年度の補正予算につきましてご同意をいただきますようお願い申し上げます。以上です。 

(会長) ただいまの説明に対して何か質問ございませんか。 

(委員)  教えてください、立木の売却は入札ですか随契ですか。 

(事務局）先ほど県に説明して頂きました治山ダム工事のときに伐採した木でございます。金額

は県の方で伐採していただいて、写真にも載っていたのですが、県の資料の⑨の写真をみ

ていただいたら左手に木を５０本ほど積んだのが写っていると思います、この木を売却す

る予定で、県から単価をいただいて計上させていただいております。入札とかではありま

せん。 

(委員) 直径がいくらとか、県の単価でということですか。 

(事務局） この木はこれだけの値打ちがあるというように県から教えていただいて計上してい

る金額です。 

(会長）よろしいですか、歳出１ページの真ん中の方の先ほど議題になりました松代農道の災害

復旧工事負担金の項目ありますが補正で 68,000 円要求しているが先ほどの話では全額で

18,140 円ですね、3 等分しても 6,000 円あまりです、68,000 円追加要求していますがい

らないということですか。 

(事務局) はい、残ってきます。 

(会長）他にご意見ございませんか。 

(委員) であれば 68,000円不必要だから 6,000円位に減額はできないのですか。 

(事務局) それはできないです。 

(委員) あくまでも要求しているからですか。 

(事務局) 要求させていただいてますので、今から変更できないので一旦 68,000円で要求させ

ていただいております。 

(会長）そうすると仮に 6,000円しか必要ないとなったときに 62,000円は要らなくなりますね、

それはどういう処理になるのですか、雑収入になるのですか。 

(事務局) 次年度繰越になります。平成２７年の会計の繰越として出てきます。 

(会長）松代農道関連のものではなく完結してしまうということですね。 

(事務局) そうです。 

(会長）よろしいですか。特に意見がないようですので議案第２号に対して同意することとして

よろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 



 

11 

 

(会長）それでは同意されたものといたします。 

次に同意議案第３号平成２７年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予算の要求について

を議題とします。事務局からの説明をお願いいたします。  

 

(3） 議案第３号 平成２７年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予算の要求について 

 

(事務局） 議案第３号平成２７年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予算につきましてご説明

申し上げます。資料６をご覧いただきたいと思います。平成２７年度予算につきましては、

歳入歳出それぞれ 28,079,000 円と定めております。それでは歳入の方からご説明申し上

げます。 

歳入 1 款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、金額 27,447,000 円で土地貸

付収入、６社に貸付をしております。２目利子及び配当金 457,000円、財産区の基金利子

でございます。２款繰越金 100,000 円を計上しております。３款諸収入、１項預金利子、

１目預金利子 75,000 円につきましては島ヶ原カントリーの保証金の利子です。合計

28,079,000円でございます。次に歳出でございます。歳出につきましては１款総務費、１

項総務管理費、１目一般管理費、金額 19,825,000 円。その内訳は報酬 1,478,000 円、管

理会委員報酬と業務嘱託員報酬１名分です。共済費につきましては 18,000 円の労働災害

保険料。賃金が 2,058,000円、事務補助員賃金１名分と作業員賃金１名分です。次に報償

費が 246,000円、これにつきましては法律相談の謝礼でございます。旅費につきましては

12,000円、これは大阪市内への２回分を計上しております。需用費につきましては 88,000

円、消耗品 82,000 円と食糧費で会議用お茶代として 6,000 円を計上させて頂いておりま

す。役務費につきましては 9,000円、これは郵送料を見込んでおります。積立金につきま

しては14,263,000円、財産区基金積立金として計上しております。繰出金ですが1,653,000

円でございます、これは一般会計繰出金で内訳としまして三国塚林道開設工事負担金

580,000 円、三国塚林道事業償還金 1,072,524 円を繰出しさせていただきます。次に歳出

２ページをご覧いただきたいと思います。２款財産費、１項財産造成費、１目財産区有林

造成費でございます。金額につきましては 8,144,000円でございます。内訳といたしまし

て賃金 3,425,000円、作業員賃金 7,610円×150日×3名でございます。報償費 20,000円、

境界立会謝礼です。需用費として 1,484,000円、消耗品費、燃料費、修繕料等でございま

す。役務費としまして 15,000 円、自動車の任意保険料でございます。委託料 3,000,000

円、財産区境界確定そして区有林整備業務委託料でございます。原材料費が 200,000円で

ございます。次に３款公債費、１項公債費、１目一時借入金利子 10,000 円を計上してご

ざいます。４款予備費、１項予備費、１目予備費一時借入金の利子として 100,000円を見

込んでおります。歳出合計 28,079,000 円でございます。以上平成２７年度の予算につき

ましてご同意をいただきますようよろしくお願い申し上げます、以上です。 

(会長）ただいまの説明に対してご質問等ございましたらお願いします。  



 

12 

 

(委員）一点だけ教えてください、歳出の報酬ですが委員７名と業務嘱託員１名と賃金の事務補

助員賃金１名の違いはどういうことですか。 

(事務局）嘱託員につきましては、月に決まった額で契約をしており、104,000円で１２ヶ月分、

事務補助員につきましては、日額 6,045円の月に１４日で１２ヶ月ということで契約形態

が違いますので別に計上しております。 

(委員）私の考えるのは報酬といえば報酬条例に基づくものと思っているんですが、業務嘱託員

も報酬条例に基づくところの委員ですか。 

(事務局）市の条例に基づいて採用をさせてもらっています。 

(委員）よくわからないのですが、賃金のほうで２名分計上できないのですか、同じ財産区の事

務をされている方ですね。 

(事務局）そうです、はい。 

(委員）であれば同じ賃金で計上できないのですか、枠どりとか金額は問題ないのですが。 

(事務局）嘱託員というのは財産区の専門的な業務をしておりそのように採用しております。 

(委員）この方は財産区の事務処理をされているんですね。 

(事務局）はい。 

(委員）そうであれば、賃金でみる方がいいのではないのですか。 

(事務局）嘱託員は現場の方にも出ていただいて作業をして頂く、専門的に進めていただくとい

うことで採用しております。 

(委員）嘱託員は月額 104,000 円ですかそれが１２ヶ月、賃金のほうが 6,045 円これは日当で

すね。それが賃金であって、月額 104,000円の方は月給ですね、それは報酬とはいえない

んではないですか。 

(事務局）嘱託ですから一定の業務を専門にして頂く、嘱託するということになりますから、財

産区の業務自体を嘱託する定額になりまして、嘱託員につきましては報酬ということで伊

賀市の報酬条例にのっとって、ある一定の業務をおまかせする、事務補助員につきまして

は、一般的な事務の補助をする方の時間給の賃金という伊賀市の嘱託員と臨時職員の違い

があります。 

(委員）嘱託員は伊賀市の報酬条例に基づいて計上しているのですね。 

(事務局）そうですね。 

(委員）それであればわれわれと同じ立場の報酬条例に基づくということですね。 

(事務局）管理委員さんも条例の中にあがっていますし嘱託員も中にあがってくる、月額報酬を

変えようとおもえば条例を改正するということになります。 

(委員）そうであればはじめにそれを説明してもらえばよかった、わかりました。 

(会長）歳出２ページの需用費の欄で消耗品費、燃料費はよくわかるのですが修繕料の

1,118,000円はどういうものですか。 

(事務局) 三国越林道なり奥田林道、小松原林道、小松原作業道、財産区にある林道で災害復

旧とならないような土砂がくずれていて、山林作業員さんだけでは手におえないような工
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事で業者に委託するものを見込んでいます。 

(会長）そういう性格の修繕ですか。 

(事務局) はい。 

(会長）修繕工事ですか、機械器具の修繕かなと。 

(事務局) 機械器具の修繕も含まれますが、大きいのは業者委託になってきます。 

(事務局) 金額ですけれど 300,000円２件と 100,000 円４件ということで計上しております。 

(会長）あくまで必要であろうという前提でいらないかもしれないということですね。 

(事務局) はい、三国越林道についてはなるべく農村整備課のほうの林道費で考えてもらいた

いと要望していますので、その部分はなるべく抑えるつもりですが、予算取りをしておか

ないと何が起こるかわかりませんので計上しております。 

(会長）原材料費の砕石他 200,000 円はいわば同種のことですね、陥没したとかそこへ砕石が

必要ということですね。 

(事務局) そうです。 

(委員）今会長さんが話された修繕料を「節」で単独で計上すればどうですか。 

(事務局) 需用費の中に入っています。 

(委員）入っているんですか、需用費の項目ですか、そうですか。 

(事務局）伊賀市の予算科目では需用費の中の細節で消耗品費、燃料費、修繕料、医薬材料費と

いう予算書の組み立てとなっています。自治体によって違います。 

(委員）わかりました。  

(会長） それではただいまの説明でご質問がなければ第３号議案に対しまして同意することと

してよろしいでしょうか。 

(全員異議なし) 

(会長） 特にないようでございますので議案第３号につきましては同意されたものとします。  

(会長) 次に会議次第６その他の事項について何かございませんか。 

 

６．その他 

(事務局) ３月１日から１名の管理人の採用募集をかけたいと思っております。今日報告させ

ていただいて３月１日まで日が短いですが、その中で募集させていただいて、面接して決

定というかたちで思っておりますのでご報告させていただきます。以上です。 

(会長）他にありませんか、その他で１件だけですか。いまのその他の項目につきましては森林

の管守人につきまして、１名増員の提案をさせていただいたということで３月１日に募集

をかけるということですね。 

(事務局) ３月１日で採用です。 

(会長）採用ですか、今日は２０日ですよ。 

(事務局) 今日募集して期間は短いですが２４日で募集を待ってその後期間内で面接をして決

定というように思っています。 
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(会長）それは公募採用ですか。 

(事務局) はい。 

(委員) あまりにも短かすぎなのでは。 

(会長）それは募集をかけてみないとわかりません、いないかもわかりません。 

(事務局) そうです、公募ですので、なければ再公募をさせていただきたいと思います。 

(会長）よろしいですか、その他の報告ということで受け承りました。 

(会長）それでは、特にないようでございますので、以上で本管理会に付議されました案件は全

て終了いたしました。これをもちまして、平成２６年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理会

を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

 

 

平成２７年  月   日 

 

議事録署名 

 

（会  長）                      

 

 

（署名委員）                      

 

 

（署名委員）                      


