
平成 27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 27年 10月 27日（水）13:30～15:30 

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 

    ㈱青山高原ウインドファーム 中岡営業部課長 

    （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 定刻となりましたので、只今より平成 27年第 2回伊賀市大山田財産区管理会を開催し

ます。開会に際しまして、はじめに中森会長よりご挨拶をお願いします。 

会長 皆さまこんにちは。まずウインドファーム様へ、今回はお忙しい中、お越し頂きお礼

申し上げます。秋の収穫も終わりを向かえ、11 月 1 日には恒例の収穫祭りが開催され

る季節となりました。皆様にはお忙しい中の開催となりましたが、参加頂きありがと

うございます。さて、今回の管理会では、シデノ木原最終地点から風車の道まで開設

する際の接続箇所等についてウインドファームとの協議、シデノ木原林道の改修工事

について、又、平成 27、28年度施業計画についての協議、最後に報告事項があります

ので宜しくお願いします。 

課長 ありがとうございます。それでは続きまして支所長よりご挨拶をお願いします。 

支所長 皆さまこんにちは。平素は大山田財産区にご尽力頂きありがとうございます。又、ウ

インドファーム様にはご協力頂きありがとうございます。本日の会議においてもご指

導、ご協力をお願い致します。先日、財産区の皆様には自治協と地域の課題について

協議して頂きました。その中で色々な問題を大山田地域で協力しながら解決していこ

うと認識しました。現在、林道の改修について、災害被害により市道の復旧が来年 3

月まで延期となり、なかなか復旧作業が進まない状況で、財産区の工事が施行できな

い日が続いていますが、今回の協議のなかで、解決策を見出せたらと思っています。

本日は宜しくお願いします。 

課長 ありがとうございました。挨拶にもありましたが本日は㈱青山高原ウインドファーム

より中岡課長にお越し願いました。協議に入る前に、中岡様には青山高原ウインドフ

ァームの現在の工事進捗状況等の説明を宜しくお願いしたいと思います。それではま

ず、本日の会議録署名者を任命します。松本委員と西尾委員にお願いします。よろし

いでしょうか。 

委員 はい、わかりました。 

課長 では、中岡様より来年の稼動に向け、現在進行している風車について状況説明をお願

いします。 

中岡氏 皆さまこんにちは。青山高原ウインドファームの中岡と申します。日ごろより皆さま

からご協力頂き、工事が進捗できていることをお礼申し上げます。おかげ様で工事は

順調に進んでいます。全体事業計画は 40 基の風車を建設する予定であり、1 期、2 期

と分けて工事を進めています。今行っているのは 1期で、40基の内 18基を先行して建

設しています。現況は風車 18基すでに建っており、中の配線工事や機器の試験等を行

っており、来年 3 月の運転開始に向け調整の段階に入っています。財産区様の関係す



る 2期では、22基となり平成 29年 3月に運転開始に向け、基礎工事、造成工事を進め

ています。今日ある財産区に関係する地図にはその内の 14基が載っていて、あと 8基

は道路を隔てた津市側に位置しています。以上が現在の状況です。 

課長 ありがとうございました。それでは協議事項へと進めます。進行については会長より

お願いします。 

会長 それでは議事にはいります。青山高原ウインドファームと協議について事務局より説

明をお願いします。 

事務局 それでは説明します。資料 1 をご覧下さい。緑のラインがウインドファームの道、赤

のラインが新規計画作業道となっています。シデノ木原線最終地点よりウインドファ

ーム接続位置に向けて撮影した写真を添付しています。2t ダンプが通行できる作業道

を想定、途中の小川は洗越しの施行を計画しており、費用は約 90 万円です。平成 28

年度に施行予定をしていますので、施行については、今後どのような調整になるのか

ウインドファーム様に協議願います。 

中岡氏 資料図面の接続箇所についてですが、弊社で造成工事を行っており、森林を回復しな

ければいけない法律になっており、緑化工事が必要です。いろいろな接続箇所を考え

ると予定されている箇所が一番スムーズだと思われますので、この点に関しまして異

議ありません。しかし、国へ工事全体計画書を提出しており、工事が完了した時には、

完成検査を受け報告する必要があり、平成 29年 3月を計画しています。ただ、植栽緑

化の季節を考慮すると 5 月くらいまで延長するのではと予想しています。現場状況を

変えて検査は受けられないので検査後に着手して頂けたらと思っています。まだ先に

なるので、もう一度着手時期については協議願えたらと考えています。 

委員 来年はできないということになるが。 

事務局 市道の災害復旧工事が平成 28年 3月に完了すると聞いているので、シデノ木原終点よ

りウインドファームに向いて途中まで施行し、接続箇所は後で施行するという分割施

行であれば、来年度に施行は可能です。 

課長 シデノ木原も通行できる状態にしたいので、市道の工事が終わる時期を見計らって進

めていく必要があります。 

委員 ウインドファームの管理道路は一般道路ではないので、出入り口は施錠されるのか。 

中岡氏 そうなります。徒歩での通行は可能ですが、行政との約束で産廃、不法投棄等の懸念

がありますので、県道、高原道路との接続箇所には車止めをさせてもらいます。ただ、

林道施業用として申請していますので、林道施業の為に中に入りたいと要望があれば、

協議して道路利用可能となります。 

委員 鍵をお借りして通行するということですか。 

中岡氏 そうなります。 

委員 いま計画している道路は奥馬野からのルートになるので、ウインドファームとの接続

部にはゲートが必要ということになりますね。 

中岡氏 そうです。 

委員 では計画のなかにゲート設置も考慮しておく必要がある。 

委員 チェーン、獣害柵等のいずれかゲートを考えなければいけない。 

中岡氏 宜しくお願いします。 

委員 道路の幅はどのくらいになるのか。 



事務局 幅 2.5m、延長 220ｍの予定です。 

委員 狭い道路なので、観音開きのゲートの方が使い勝手がいいと思われます。 

委員 管理道路についてお聞きして宜しいか。以前は県の基準で 50mmと聞いています。最近

では時間雨量が 100mmを超える状況ですが、管理基準はどうしているのですか。 

中岡氏 今、手元にデータがないので後日事務局を通じて回答します。 

委員 集中して一点に流れる為、土砂が流れて崩れる。 

中岡氏 計画では分水、時間雨量を考慮していると聞いています。 

委員 ここ最近、布引、阿波地域には多量の雨が降っています。その影響で大量の土砂が川

へ流れてきている。色々な要員があると思われますが、山が剥けている所からは流れ

やすいので、よく考慮してご協力頂きたいと思います。又、動植物生態系に支障がで

るのではと心配しています。保護についても同じように考えて工法等を工夫して頂き、

緑豊かな森が保全できるように協力してもらいたい。 

中岡氏 ご指導頂きながら、今後も維持管理に努めていきます。 

委員 山の道路は一般道路のようにはいかない。 

中岡氏 管理道路には沈砂枡等随所に設けており一点に集中しないようにしていますので、下

流へ土砂が流れないようになっています。以前の災害において、他所で大きな被害が

あったが弊社は被害がなく自信をもっております。 

委員 近年では通常の設計では対応しきれない局地的、集中的な豪雨があるので考慮しなけ

ればいけない。 

中岡氏 ご指摘のとおりです。 

委員 道路は舗装するのか。 

中岡氏 全て舗装はしません。急勾配の箇所のみ施行します。他は浸透させるために舗装は施

行しません。 

委員 民家から一番近い風車との距離はどれくらいですか。 

中岡氏 AX-1-38という風車から滝地区の 2km弱が最短距離となります。 

委員 新規作業道を接続した後、ウインドファーム管理道路はどう使用すればいいのか。料

金は発生するのか。 

中岡氏 使用料いりません。補修等の作業している場合があるので調整の為、事前に時間、台

数、人数の連絡を頂ければ結構です。 

委員 将来は駐在所を置くのか。 

中岡氏 変電所の管理棟が建設されますので、46時中ではないが管理人が常駐します。 

課長 それでは、新規作業道接続についてはご了承頂いたということで宜しいですか。 

中岡氏 了承します。 

会長 それでは、新規作業道について最終接続箇所は再度協議をするということで決定しま

した。これが開通すれば、２つのルートから進入でき便利になる。では、中岡氏には

ここでご退席となりますが、皆さん他にないですか。 

委員 ありません。 

会長 中岡氏お忙しい中ありがとうございました。 

中岡氏 ありがとうございました。 

会長 本件については、接続箇所工事は平成 29 年 3～5 月以降ということになり、それまで

は市道奥馬野線の完成後、シデノ木原から工事することになりました。つづきまして、



シデノ木原改修工事について協議願います。事務局のほうから説明をお願いします。 

課長 資料 2 をご覧下さい。シデノ木原改修ですが現在は施行できない状態が 2 年間続いて

います。本年度も奥馬野線の災害復旧工事が平成 28年 3月まで延期となり施行できま

せん。当初予算では１千万円の予算を計上していましたが、本年度は見送ることにな

ります。３月で減額補正の手続きをします。平成 28年度の工事では、より安価で台風

被害にあっても復旧し易い工法で検討しています。工法は森林組合へ現地を確認し検

討してもらっています。 

委員 林道は水切り箇所をこまめに施行するようにした方がいい。乗り心地のいい道でなく

て十分なので、水切りの段差があっても通行に問題はない。 

委員 横断管の詰まりが被害の原因なので、洗越しをしたほうがいい。 

課長 森林組合には洗越しを指示しています。 

委員 急勾配の箇所はコンクリート舗装で対応してもらえればいい。 

委員 この写真は最近のですか。上流部はかなりひどい状態となっている。 

事務局 先々週に撮った写真です。コンクリート舗装の下部が流されています。写真の右側が

本来の川です。 

会長 奥馬野線が平成 28年 3月に終わるのであれば、28年度の施行で倒木の処理をしながら

上部へ向かって施行していくことになる。 

事務局 そうなります。まずシデノ木原の改修工事を施行していき、その後に開設作業道を施

行する予定となります。 

会長 写真を見る限りでは上流部の被害箇所以外は倒木、土砂を処理すれば通行できるよう

に思います。 

委員 倒木は個人が処理していくのか。 

課長 地主、区と確認して協議しながら施行していきます。 

会長 平成 28年度事業として予算は付けているのか。 

課長 10 月 20 日にヒアリングがあり、財産区の基金取り崩しをせずに平成 28 年度歳入内で

事業を行う予算計上にしています。 

会長 それでは、シデノ木原改修工事については、平成 28年 3月の奥馬野線完了後に、事業

を行うということで宜しいか。つづきまして、平成 27 年度、平成 28 年度の施業計画

について協議を行います。 

課長 平成 27年度の施業についてですが、去年はぬのびきの森で不法投棄を処理し、案内看

板の補修をしました。今年について、小道の状態を調査しましたが、写真のとおり一

部荒れた箇所がありますので整備を実施してはどうかと思います。近年は管理人さん

の作業計画がなかなか決まらない様子があり、賃金の支出も減ってきています。今後

はどういった事業、施業を進めていくのか、協議願いたいと考えています。つづいて、

28 年度の予算としてですが、間伐が終了した山のシカ害対策費を計上し、施行は外注

を考えています。又、財産区を知ってもらう為、チェーンソウ講習会の予算も計上し

ました。来年度はぬのびきの森へのハイキングなど子供達に山に親しんでもらえるよ

うな事業も考えていきたいと思っています。 

委員 今、企業の森として百五の森、JAの森、JTの森や樹齢 500年超えるような神社の森作

りがあるので、その辺りで活用する方法があると思う。企業と連携するのも一つかな

と思う。 



課長 大山田にも財産区以外の場所で企業が管理している山がありますが、まずは自分たち

だけでできる範囲で何か考えたいと思っています。施業について以前は間伐計画を立

てていたが、今は間伐が終わっているので計画が立たない。 

委員 200年以上の木を育てるためには間伐は必要になる。何もしなければ木は大きくならな

い。順次計画を立てて施業しなければいけない。道がある場所は利用間伐で森林組合

がしてくれると思う。 

課長 毎年、間伐できる箇所がない。 

委員 森林の間伐計画の前に、森林構想を計画しないといけないと聞いた。千年にするのか

五百年にするのか、百年にするか森林ごとに決めると、それに基づき施業計画が決ま

っていく。 

課長 森林構想するには知識のある方になるので、計画作りに費用を使うとか管理会で協議

願えたらと思います。 

委員 たった今すぐ木を切って売る必要がないので、10 年 1 度間伐するなど決めていかない

と値打ちのある木にはならない。大きな木を育てるには、森林構想はいい方法だと思

うので実施したらいいと思う。 

会長 それでは、ぬのびきの森の小道ですが写真のとおり、草が覆いかぶさっている箇所が

ありますので、皆さんで整備をお願いします。新年度について、シカ害対策について

は、管理人の高齢化でなかなか施業が難しい状況の為、外部へ委託する方向として、

又、子供達へ山に親しんでもらう事業費を予算計上しているので、次回の管理会で協

議していきましょう。 

委員 わかりました。 

会長 また、先ほど提案のあった森林計画については、専門家へ調査依頼をして進めていく

ような方向で今後の課題としていきましょう。 

委員 地域へ財産区を知ってもらう事業はいつするのか。ぬのびきの森に寄ってもらう時期

は、本年度中はもうないのではないか。 

課長 春とかでどうですか。 

会長 本年度はまず、小道を整備してはどうか。 

事務局 整備して綺麗になった様子を広報等で自治協へ周知します。 

委員 もうすぐ冬になるから、整備するとしたら 11月中がいいと思う。もう、人を呼ぶには

遅いと思う。昔、小学生に木の館に来てもらって、雑木林の腐葉土の事、保水の役割

などの山の学習していた。学校ではそういう事を体験さしている授業がある。布引は

少し遠いので送迎の問題等があるが、それらを含めて参加してもらえればいいと思う。

又、整備についてボランティアとか他の方法でできることはないか。ぬのびきの森が

公園になっていて整備されていることを知らない人ばかりだと思う。 

課長 回覧などで周知していけたらと思います。 

委員 ただ、現在は通行止めで青山から廻ってしか行けないので遠い。 

委員 笠取線は行けるが、工事が始まれば通行止めになる。 

委員 道が直ってから人を寄せたほうがいい。 

会長 人を寄せるのは平成 28年度で考えていくとしましょう。整備は 11月にするか、3月に

するかどうしますか。 

委員 11月中にしましょう。 



会長 では、つづきまして報告事項として新規土地賃貸借契約について、事務局から説明を

お願いします。 

事務局 新規土地賃貸借契約について、以前現地立会を行った奥馬野布引箇所について平成 27

年 7月 1日付けで契約締結しましたので報告します。賃貸借契約期間は平成 49年 3月

31日までとなり、年額 36,541円です。 

会長 それでは、つづいて大字協議費について説明をお願いします。 

事務局 大字協議費ついて、財政課と協議を行った結果、名称変更の指摘を受けましたので「林

道維持管理負担金」となりました。また、対象 7 地区と協議書を交わしましたので、

本年度より林道維持管理負担金として支出することになりました。負担額についての

変更はありません。以上、報告事項でした。 

会長 1㌶当たり 1,500円ということですね。 

委員 面積はどうしているのか。 

事務局 村当初より台帳に基づいて算出した面積を採用しています。 

課長 村当時はそれぞれの区から請求をしていたが、10 年前に単価を統一しました。単価に

ついてはどうですか。 

会長 単価は変更しないほうがいい。各区により考えが違うので、今更単価を変更すること

はできない。 

委員 協議書に期限がないが。 

課長 契約書でないので期限はないです。ただ、区長より協議の申し出があればまた協議を

行うかたちとなります。 

委員 以前は区から請求を求める文章を出していたがどうなるのか。 

事務局 協議書に基づき支払いをする為、請求文は必要ありません。 

委員 わかりました。 

会長 では、その他について協議したい等があれば宜しくお願いします。 

課長 ぬのびきの森を整備した後、写真撮って掲載できる回覧文を 3月までに作成します。 

支所長 先ほど、子供達の学習の話がありましたが、28 年度の事業に合わすのであれば早い段

階で学校へ報告しないといけません。個人的な参加を求めるのであれば、時期のいい

日を選べると思います。まずは自治協へぬのびきの森の情報を配布して周知を行い、

協力して事業ができればと思います。 

委員 学校にも回覧しときましょう。夏休み限定とか個人的な参加の方がいい。 

会長 それでは以上をもって管理会を終了します。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 


