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平成 27年度第 1回伊賀市大山田財産区管理会 会議録（概要） 

 

日 時：平成 27年 6月 23日（火）15:30～17:00 

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、豆本委員、村井委員、福田委員、西尾委員、松本委員 

     (管理人) 加道氏、廣島氏 

    （事務局）大山田支所 児玉支所長、福永課長、増岡係長、臼井 

    

財産区管理会 議事録（概要） 

課長 皆様お疲れ様でした。暑い中、山の踏査誠にありがとうございます。それでは、平成

27年度第 1回伊賀市大山田財産区管理会を開催させていただきます。3月に平成 27年

第１回として案内しましたが、暦年ではなく年度で開催回数をカウントしていきたい

ので、平成 27年度の第１回とさせていただきますので宜しくお願いします。それでは

開会にあたりまして、会長よりご挨拶宜しくお願い致します。 

会長 皆さんこんにちは、蒸し暑い中、こうして管理会の開催において全員参加頂きありが

とうございます。梅雨時で雨、雷、又暑さなど体調を崩しやすい中、こうしてみなさ

んお揃いできて大変うれしく思っています。又、支所長はじめ支所の職員におかれま

しては財産区管理会の事務局を務めていただきこの場をかりましてお礼申し上げま

す。先ほどより西教山の作業道の新設を観ていただきました。今日は、平成 26年度決

算報告と財産区有林管理についてというかたちです。5 月 21 日にウインドファームの

分収林契約の一部解除について立会いをしてきました。管理人にも立会いをいただき

ました。そのときにシデノキ林道が近く、あとすこしで最終地点にあたっておりまし

た。笠取からシデノキにつなげようかと計画していましたが、幸いにもウインドファ

ームの道があるので利用できれば近くなるので、これからウインドファームといろん

な面で調整を取っていく必要があると思っています。またその他でいろいろ審議いた

だきまして第１回の管理会とさせていただきます。簡単ではございますが挨拶とさせ

ていただきます。 

課長 ありがとうございました。平成 27年度 4月 1日の人事異動によりまして大山田支所長

が変わりました。児玉支所長より挨拶を頂きます。 

支所長 皆様改めまして、こんにちは。大変蒸し暑い中現地を調査していただきありがとうご

ざいます。先ほど課長より紹介がありましたとおりこの 4 月に支所に異動となりまし

て、皆様にはいろいろとお世話をかけるわけですが宜しくお願いします。また伊賀市

の行政、大山田地域の行事等地域の活動につきましてご協力、ご理解賜っていますこ

とお礼を申し上げます。大山田地域は山林部が 80パーセント越える地域であり昨今の

川の状況等をみていますと雨が降れば泥水が流れてくる、どれくらい山の方が崩れた

り荒れたりしているのかと心配しています。そういった状況ではありますが大山田財

産区として山の管理に日々手をかけていることをありがたく思っています。山を守っ

ていくというのは、下流の住民の生活を守る、地域の林業の振興にも繋がっていきま

す。また、大山田には千歳の森という千年木を切らない約束があり、山を大事にして

いきたいという気持ちをもった地域ですので、これを継承していくかたちで管理会の
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方で協力頂きながら地域の環境保全、産業振興、地域の活動につなげていけたらと思

っています。支所の職員も山を大事にしていきたいという想いで業務に取り組んでい

きますので、宜しくお願い致します。 

課長 ありがとうございました。では本日の議事録署名人を指名します。辻副会長と村井委

員さんにお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

委員 はい、わかりました。 

課長 引き続いて議事に入りたいと思います。議事の進行を会長よろしくお願いします。 

会長 それでは協議事項でございますが、平成 26年度決算について事務局から説明願います。 

事務局 では資料 1の平成 26年度歳入決算を説明させていただきます。まず、財産収入土地貸

付収入として予算額 12,264,000 円に対し決算額 12,285,409 円となり内訳は記載のと

おりです。三重県洋蘭生産組合、中部電力㈱が 2 口計上されているのは、納入が 3 月

末となった為、平成 26年度決算での計上となりました。財産収入財産区基金利子とし

て予算額 53,000 円に対し決算額 56,545 円、繰越金として予算額 1,335,000 円に対し

決算額 1,335,739 円、以上歳入合計予算額 13,653,000 円に対し決算額 13,677,693 円

となりました。続いて歳出決算について報告します。総務費一般管理経費として予算

額 9,870,000 円に対し決算額 9,763,604 円、主な内訳としましては管理会委員報酬、

大字協議費負担金、大山田財産区基金積立金となっています。財産費財産管理費とし

て予算額 731,000 円に対し決算額 373,543 円、主な内訳としましては火災保険料、林

道補修材等となっています。財産費財産造成費として予算額 2,837,000 円に対し決算

額 1,938,791 円、主な内訳としましては需要費、維持工事として長尾作業道、奥間谷

線、長尾谷線となっています。以上歳出合計予算額 13,653,000 円に対し決算額

12,075,938 円です。以上で平成 26 年度決算報告となります。平成 27 年度予算も資料

として付けましたが前回に報告している為、今回は資料のみとします。 

会長 はい、ありがとうございます。何か質問があればどうぞ。 

会長 平成 27 年度の歳入に三重県洋蘭生産組合 19,000 円がはいっているが、もう解約して

いるのではないか。 

事務局 はい、平成 27 年 3 月 31 日に解約となっています。予算作成時は解約の話がなかった

ため予算書にあがっています。補正で減額対応とします。 

会長 跡地（洋蘭生産組合に貸し付けていた土地）はどうするのか。 

課長 使用していた棚とか残っているのがあるので撤去をお願いしています。契約は解除し

ていますが、処分の期間はかかるが必ず撤去等をすると約束をいただいています。 

会長 フェンスはどうするのか。 

事務局 解約時に元に戻すという書面を交わしていますが、詳しい時期とか戻し方は明記して

いません。 

会長 それは一度きちんと話ししないといけない。そのまま残して、こちらが使用できる状

態であるのか、これから邪魔にならないようにしないといけない。本来は更地に戻す

ことになる。時期的なことはいいとしても、今後どうのようにするのかをはっきりし

ておかないと後に残るのは困るので今後の財産区の使い道があるのかどうかも考え

て、対応していかないといけない。 
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課長 今のところ予定はないですが今後新たな借り手があれば、その時の為にどこまでする

のか現状復旧するのかを話しします。契約上は更地に戻すとなっていますので、戻す

ことを約束しています。 

会長 書面で残っていますか。 

事務局 残っています。 

会長 平成 26年度決算、平成 27年度予算について他はどうですか。 

委員 基金繰入金ですが、12,079,000円を落として 0円にしている。 

課長 これは平成 25 年度災害で崩落したシデノキ林道を平成 26 年度で 2 次製品を用いて復

旧するには多額費用が必要となる為、基金を崩し資金源として平成 26年度当初予算書

に計上したわけですが、市道奥馬野線が平成 26年度の災害で崩れてシデノキまでいけ

ない状況となったので平成 26年度は工事ができないので基金から入れるのを止めるの

に補正で落とさしてもらいました。 

会長 被害は 2年続いている。 

事務局 奥馬野線の災害復旧工事は 9月頃に終わる予定です。 

会長 以上でよろしいでしょうか。では次の事項にはいります。本年度の財産区有林管理に

ついて管理人さんにご相談をしながら、ということでお願いします。 

課長 財産区有林の計画表を添付しました。奥馬野林班につきましては風車の建設中で、ま

た先ほどからの話でも台風被害等で林道が荒れてきていることから各林班とも行かれ

ない状況ということもありまして、平成 26年度執行状況では見廻り賃金等が小額とな

っておりますので、今年度はしっかりと林班の見廻り等をお世話頂き、財産区はこん

なことをしていると伊賀市全体の市民にわかっていただけるようなこともしたいと事

務局では思っているところです。 

会長 去年布引の森をしたときに写真を広報かなにかにのせたらどうかと話をした。そのと

きは時期的に合わなかった。宣伝効果がある。財産区は収入があるのに何もしてない

感じになってはいけないので今年も当然何かをしていき、事業もして何かにのせて、

財産区の活動をみせていかないといけない。状況によって台風とかの影響とかはしか

たがないが、今年は先ほど話をした分収林は管理人にも立会してもらい若干施業しな

いといけない部分があって、ウインドファームの道がうまく使えたらシデノキにも近

いので、施業もしてもらいやすいと考えています。また施業ができれば写真を撮りア

ピールすることもできる。 

委員 布引の森は公園と位置付けているので今年も草刈したほうがいい。 

課長 計画も含めてですが、管理人だけでお世話になることはできるのでしょうか。 

管理人 どういう状況になっているのか様子をみてもらう為にも、委員にも来てもらったほう

がいいと思う。ウインドファームの法面にもいろんな草の種も植えているが、雨が降

れば濁り水になる。 

委員 広いウインドファームの変電所用地に沈砂池とかあるのか。あれだけのとこを土砂が

みんな流れれば真っ赤な川になる。せっかく川の土砂を上げてもまた埋まる。場所は

協力するが雨水等の対策はきちっとしてもらいたい。 

課長 ウインドファームに対してきちっと財産区の声をあげないといけない。 
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会長 管理人のほうで今すぐに決めなくても第２回のほうで報告を願いたい。秋するか冬に

するかを計画して事務局の方に提出していただきたい。 

管理人 下馬野は間伐した後残した木にリンロンテープを根元に巻いて、鹿にもたべられてい

ない。そういう作業は冬の前に計画します。 

課長 下馬野採石場の上の山はあがれますか。 

委員 広瀬の道からは行けない。 

管理人 今考えているのは、採石場から少し行った昔のサイレンのあった場所からであればな

んとか行ける道はある。間伐としてはもういい。下の草も生えてない。いいヒノキに

はリンロンテープを巻いている。 

課長 西教、剣谷はどうですか。 

管理人 西教、剣谷も 50％はリンロンテープを巻いている。作業員も高齢になってきているの

で後継者がどなたかいないか。間伐するとか技術はいらない。ただ杭を打ちにいった

り作業道の草を刈ったり、あとは鹿害をして、いい木を保護することが大事だと思う。

誰かいい人はいないのか。 

課長 山を好きな人を後任としてだれかいないのか探しましょう。 

委員 最近はみんな再雇用で仕事に行くので、仕事時間が長くなってきている。 

管理人 高齢になるとチェーンソを持って山へ上がるのは大変になる。 

委員 道が付いていればなんとかなるが。 

管理人 間伐する場所はほぼない。風車のところはこれからする場所があるが、今日行った西

教とかは今度は切ったらお金になる木なのであとはプロの人に任せたらいいと思う。 

委員 しなければいけないところを森林組合に頼んだらいい。みんなは管理のほうをすれば

いい。看板直したり、作ったりそういうのをすればいい。千歳の森の看板も落ちてい

たから直す必要がある。 

課長 そういうときの木を使って何か地域に貢献できないか。みんなに財産区の木を知って

もらうというのもあって。温泉にベンチとか、せせらぎ公園にちょっとイスを置いた

りできないか。 

管理人 布引の自治協議会も生産森林組合の山でチェーンソの目立てとか木の倒し方とか講習

している。若い人、地域の人に山の良さを感じてもらえるようにと、7月にもしいたけ

栽培方法の林業研修をする。子供らをよんで一緒にする。そういう計画をしてもらっ

たら良いのでないか。風車もあって景色もよくなった。 

課長 子ども達をよんで布引の森をハイキングするとかも計画して財産区を知っていただく

のも一つの方法。 

委員 大山田住民は財産区有林があるのは知っているのか。あんまり知らないと思う。財産

区の紹介とか作ったらどうか。 

委員 財産区を知らない人も多い。特に若い子とかは知らない。 

会長 今年、そういうのを計画してみましょう。他はどうですか。 

委員 この計画書に今日行った西教の道、間伐の事も書いておかないといけないのでは。 

事務局 記入しときます。 

委員 高良城分収林の大山田林業研究クラブ代表は誰がやっているのですか。 
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管理人 メンバーは 9 名いましたが、今は 4 名です。以前は財産区と契約して間伐とかをして

いた。今は元気なものがいない。今度どうしたらいいのか財産区管理会で聞いてほし

いと言われています。 

委員 作業、抜き木をしないといけないのですか。 

管理人 間伐はメンバーが元気なときにしてあります。それから一度台風で被害にあって、橋

が壊れたところがある。ヒノキ植えたとこは良い山になっている。 

委員 間伐しなければいけないのであれば、いろいろ西教やシデノキの奥もしなければいけ

ないところがあるみたいなので、高良城でもしないといけない。じゃあどれくらいし

なければいけないのかというのが、問題になってくるので今年一年かけて計画をしっ

かり立てなければいけない。過去は研究クラブにしてもらってこちらから日給を払っ

ていたということでも、今の若い人に頼んでも出来ないと思う。外注しなければいけ

ないと思う。計画作りをする必要がある。 

管理人 一度皆さんにもみていただかなければいけない。 

委員 そういうことであれば歩きにいきます。西教山はこうしてみんなで行ったのでわかる

が、他は知らないとこもいっぱいあると思うので行ける人だけでも行きましょう。 

会長 管理人さんで布引、阿波、山田と分けずに管理人さんみんなで協力して事業に当たっ

ていただきたい。どういう状態になっているのかまず見廻りからしていただいて、計

画していただく。我々も現地に行かしてもらって、今年一度に全部ではなく、年度分

けで計画していき、施業は森林組合にまかせて管理をすることで進めていったほうが

いいと思う。われわれだけでは施業から全部するのは限界がある。資金を有効に使っ

て長期に管理していく方向でいきましょう。 

課長 平成 27年度の施業予定としては、資料にもつけましたとおりとなります。見廻りの賃

金として 365,280円が今年の予算計画になります。 

委員 いまの作業班で施業していくのは無理なので、外注して境界位置確認に現場に行くと

か現場で指示したり状況確認をしたり、監督的立場で現場行くということで動いても

らうほうがいいのでは。予算も施業見積りからしていかないと今後の予定がわからな

いので来年の為に、今年は計画を作っていけたらと思う。 

管理人 年 12回の見廻り予算をみてもらってあるので、月に 1回を 3人で計画を立て、事務局

に報告して委員にも事務局にも来て頂いて見廻りをしていきます。看板が必要かどう

かを判断しながら見廻りできればと思う。 

会長 見廻りも草刈作業も委員含めてやっていこうと思う。そういうことで皆様にも協力頂

いて今年の草刈等をしましょう。 

委員 境界は森林やウインドファームに頼めば図面があるので、それを貸してもらったりし

て確認ができると思う。 

会長 では次いきます。報告事項、西教剣谷については先ほど行きました。次の分収林契約

地の収用について説明お願いします。 

事務局 青山高原ウインドファームより、奥馬野地内の分収造林地の収用許可について 4 月 22

日に申請がありまして、森林整備センターへ協議書を提出し、5 月 21 日現地立会を行

っています。現在の進行状況は、森林整備センターより収用の許可がでましたので収
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用面積 415 ㎡にたいして損失補償金 100,375 円を請求しています。収用の目的は、道

が災害にあった為、災害対策工事として必要な土地としての利用です。収用面積につ

いては、ウインドファームと平成 49年 3月 31日までの 22年間の貸付契約となります。

毎年 36,541円の収入増となります。今年の分については、収用許可が出た時点からと

なりますので、うまく間に合えば７月１日からの契約となり、月割りの金額を納めて

もらうことになります。今後のスケジュールとしましては、ウインドファームからの

補償金納入確認後に作業を開始してもらい、作業終了後に森林整備センターと立会を

行い最終の完了となります。 

委員 ウインドファームへ貸すのはいいが、完成したときに確認はあるのか。 

会長 案内があると思う。 

委員 その時に、もう少しこうしてほしい等の要望を言えるのか。そういう機会があっても

いいと思う。協議はしてもらえるのか。 

会長 多少であればしてもらえると思うが。 

課長 毎月、工事の進捗を報告にきている。 

委員 １年に一回でも、出来たとこについて確認して、話をする機会があってもいいのかな

と思う。 

課長 一度説明会の開催を依頼してみます。 

委員 そういう機会があれば、作業道についても話ができる。 

委員 分収林の間伐等の要望も森林整備センターへ依頼していかないと、すぐにはできない

と思うので。 

会長 それではその他の項目お願いします。 

事務局 回覧で回しますので閲覧お願いします。中部配電サポート㈱より依頼のあった安全確

保の為の樹木伐採の件、次に第 52回通常総会一般社団法人三重県森林協会の開催つい

ては出席は 3名程度で考えています。あと、平成 27年度水源林造成事業担当者会議に

出席しました報告、平成 26年度分修繕工事の完了報告、以上の４件です。 

委員 今日現地行った西教ですが、急な坂が 3箇所ほどありそこは舗装しといたほうがいい。

急なところは水が流れるので、どんどん悪くなっていく。今の内に手入れしといた方

がいいのでは。せっかく良い道ができたので、管理をし易いようにしておかないと使

えなくなるので考えたほうがいいのでは。 

会長 計画しましょう。 

事務局 わかりました。 

課長 大字協議費ですが、今年は見直す必要があります。各区と話し合いをして協定を交わ

すなどの根拠を整備する必要があります。現在は 1,500円／㌶の単価で納めています。 

燃料代を参考に算出しています。本来であれば出会い作業に出役しなければいけない

が、出役免除の代わりとして支払いしていくこととなり今の金額となったと思われま

す。昔は区から請求がありましたが、単価もなく各区それぞれの金額でしたので、合

併時に統一し現在に至っています。以前はよかったのですが、近年では協議費という

ものが理解されにくくなっています。 

会長 たしかに理解されてない方もいる。 
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委員 事業費としてはどうか。 

課長 事業となると写真管理や事業報告の提出が必要となります。 

会長 いままでは協議費に根拠がないのが現状である。 

課長 協議費の説明を地区の草刈に使う燃料代としているが、書面に表したものがないので

認められにくいです。 

委員 各区がどれだけ草刈をしているのか把握しなければいけないのでは。 

委員 今後協議費は払えないのか。 

委員 草刈機の替刃とか材料支給でもいいのでは。 

課長 払えますが根拠が必要です。区との協定とか理由がなければ、理解を得ることができ

ないのが現状です。 

会長 一度見直ししなければいけない。 

事務局 各区長との話し合いの場を設けます。 

会長 そうしましょう。他になにかありませんか。それでは時間となりました。次回は 10月

ぐらいを予定としますが、緊急の何かがあればまた集まってもらいます。それでは平

成 27年度第 1回大山田財産区管理会を終了します。 

一同 ありがとうございました。 

 

 

会議録署名者 

                 大山田財産区管理会 会長               印 

 

                 大山田財産区管理会 委員               印 

 

                 大山田財産区管理会 委員               印 


