
伊賀市大山田財産区管理会および管理人会合同会議 会議録（概要） 

 

日 時：平成 25年７月 25日（木）15:00～17:00 

場 所：山田地区市民センター 2階会議室 

出席者：（管理委員）会長 中森、豆本、村井、福田、松本、西尾  （欠席者 辻） 

    （管理人）加道、廣島、久保、福川 

    （事務局）大山田支所 支所長兼振興課長 西口、西崎、土田 

 

財産区管理会 議事録（概要） 

事務局 それではただ今から、平成 25年第２回伊賀市大山田財産区管理会を開催いたします。

最初に会長様よりご挨拶をいただきます。 

会長 改めまして皆さん今日はご苦労様です。第２回目の財産区管理会の会議に公私共にお

忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。副会長は本日欠席しており

ますが、これから約１時間あまりで議事を進行決定していきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。先ほどよりシデノ木原の１７号台風の災害箇所を見ていただきま

して、どのようにしていくか、また予算も既に取ってありますが再度検討する事と、

もう１つ青山高原の新しい風車の増設工事が行われているわけですが、４月の強風で

風車の事故が発生し羽根が欠落し 100ｍほど飛んだということがあり、いろんな面で懸

念するわけでございますが、伊賀市長の方へは、るる説明があったとの事も聞いてお

りますが、こちらのほうへも経過の報告をしていただけることがありましたら説明も

お願いいたします。また、今日は協議事項、報告事項にしたがって予算・決算等スム

ーズに進めていただきたいと思います。 

事務局 ありがとうございました。続きまして支所長から一言申し上げます。 

支所長 皆さんこんにちは、大山田支所長の西口でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。先ほどは現場視察ということでシデノ木原林道へご足労をおかけました。平素

は市行政、特に支所業務に対しまして何かとご協力いただきましてありがとうござい

ます。本日は何かとお忙しい中、管理委員さん管理人さんの合同会議ということでお

集まりいただきましてありがとうございます。本日の議題につきましてはお手元の事

項書の通りでありまして報告案件が４件、議案関係が３件、その他の件ということで

協議していただきたいと思います。林業の情勢ですけれども一向に材価等好転の兆し

が見えてこない状況で国では森林・林業施策といたしまして、森林林業の多面的機能

の発揮、及び林業の持続的かつ健全な発展性を踏まえながら、森林林業基本計画に基

づき各施策に取り組む事になっております。中山間地域で森林が 81パーセントを占め

る当大山田地域につきましては農業の将来が不安定の中、大変重要な施策となってお

ります、財産区は幸いにも風力発電関係の収入で一定の積立も現在保有している状況

です。どうか皆様方のお知恵とご協力を頂きながら地域の将来のため、よりよい事業

展開をできるように、どうかよろしくお願いいたします。最後に大山田財産区の発展

のため本日の会議が有益なものとなりますようよろしくご協議いただきますようお願

いいたします。簡単でございますが始まりにあたるご挨拶とさせていただきます。会

長からご意見がございました風力発電施設の事故につきましては時間がございました

らわかる範囲でご説明させていただきます。 

事務局 それでは、この会議の議事に進む前に会議録の署名委員を指名させていただきますが、



前回からの順番で福田委員と松本委員にご署名のほうをお願いいたします。議事録作

成後には連絡をさせていただきますので署名のほうをよろしくお願いいたします。 

では議事に入らせていただきたいと思います。会長、よろしくお願いいたします。 

会長 それでは議事に入らせていただきます。議案第３号平成２４年度伊賀市大山田財産区

特別会計歳入歳出の決算について事務局のほうから説明願います。 

事務局 お手元の資料の２４年度決算をご覧ください。まず歳入のほうから、財産収入で土地

貸付収入予算額 6,822,000 円に対しまして収入額 6,830,608 円です。内訳としまして

三重県洋蘭生産組合 19,000 円、中部電力 1,882 円、青山高原ウインドファームより

6,793,600 円、ＮＴＴ西日本 5,466 円です。利子配当金としまして予算額 10,000 円に

対しまして 10,660円で小計が予算額 6,829,000円に対しまして 6,830,608円の収入と

なります。 

繰越金の予算額 2,939,000 円にたいしまして 2,939,529 円が前年度よりの繰越となっ

ております。諸収入では雑入としまして立木補償料予算額 98,000 円に対しまして

20,769,520 円となっております。これにつきましては青山ウインドファームより立木

伐採補償料としまして 20,670,832円となっているのですが、こちらの方は補正予算の

提出期限が過ぎてからの発生事項であったため予算計上ができませんでしたので予算

額を超えた歳入となっています。謝礼金予算額 9,000 円に対しまして 9,000 円の歳入

でこれにつきましては関西電力より現場立会いの謝礼での収入です。 

歳入合計予算額 9,875,000 円に対しまして 30,548,657 円の収入となり 309.35 パーセ

ントの収入率となります。続きまして歳出の決算報告をさせていただきます。まず総

務費の一般管理経費予算額 3,110,000 円に対しまして 3,050,552 円の支出済みとなっ

ています。内訳としましては、管理会委員報酬・区有林管理人報償費・消耗品費・食

料費・手数料・これにつきましては本年も管理人さんには受診していただきますが、

白ろう病健診の受診料です。大字協議会負担金としまして上阿波・子延・平松・猿野・

奥馬野・川北・鳳凰寺区に対しまして負担金を交付しています。次に研修会負担金で

は 24年度の参加はありませんでした。三重県水源林造林推進協議会負担金としまして

24年度会費として支出しております。基金積立金として 24年度 1,880,000円を基金積

立しております。一般会計繰り出し金としまして 558,912 円ですが常夜灯の補助とし

まして富岡区・奥馬野区を除く 22地区に補助をしております。 

財産費・財産管理費につきまして予算額 1,246,000 円に対しまして 815,675 円を支出

しております。内訳としまして作業人賃金・燃料費・火災保険料・原材料費です。原

材料費につきましては猿野地区に生コンクリートの材料支給 319,200 円を支出してお

ります。次に財産造成費としまして財産区有林造成事業で予算額 5,304,000 円に対し

まして 2,243,094 円を支出しております。内訳としましては、労働災害保険料・作業

員賃金・消耗品費・燃料費・修繕費・医薬材料費・備品購入費・工事請負費 2,000,000

円につきましては繰越明許処理として 24 年度予算ですが事業については 25 年度に実

施をする予定です。また工事請負費 598,840 円につきましては林道鳳凰寺線及び高尾

谷線の災害復旧工事負担金として支出しております。次に公債費につきましては一時

借入金利子としまして 15,000 円ですが支出はありませんのでそのまま残しておりま

す。そして予備費としまして 200,000 円を計上しておりますが支出はありませんので

200,000円を残しております。合計 9,875,000円の予算額に対しまして 6,109,321円の

支出となります。その内、先ほども申しましたとおり 200,000 円につきましては繰越



として 25年度に計上しております。以上ですのでよろしくお願いします。 

会長 以上 3号議案について何かご質問等ございませんか。 

委員 ２点ほどお伺いします。諸収入のところでウインドファーム風力発電増設敷地料と書

いてありますが敷地料で 20,000,000円ですか。 

事務局 資料の記載誤りです。すみませんがこちらは立木伐採補償料金です。送電線の下の敷

地料金については、風車が存続している限り使う使用料ということで一括で支払いた

いとのウインドファームからの申し出があり、平成 25年度に収入します。 

管理人 立木伐採補償料で 20,000,000円もあるのですか。いったい何本切ったのですか。 

事務局 申し上げます。杉 872本、ヒノキ 14,621本、松 3本、広葉樹 93本です。 

委員 これは資材を搬入する道路の部分も含めてですか。 

支所長 今回の風力発電設置に係る全ての立木補償です。記載が誤っていて申し訳ないですが、

全て立木伐採補償料です。資料のほうを立木伐採補償料と訂正をお願いします。 

委員 そうしたら貸付料はどれくらいあるのかわからないけれど、これから毎年入ってくる

ということですか。 

事務局 はい、そうです。25年度からの収入になります。 

委員 仮設の道路を付けたらそのまま残るのですか。 

事務局 そうです。今のように道路として残ります。この立木伐採補償は今年度限りで、貸付

料については面積に応じて 25年度からもらうということです。 

委員 立木補償料だけではなくて一部土地代も含まれるというようなことを言っていたがそ

れなら今、分けておいた方がよいのではないですか。 

事務局 24年度の分は立木補償料だけです。 

委員 了解しました。 

委員 それと歳出で次の材料支給に関係あるのでそちらで聞いてもいいのですが、猿野地区

への生コンの支給 20㎥というのがあるのですが、単価的にも妥当なものでそれはわか

りますが、要は前回私が話をさせてもらったのですが、猿野区だけにシリーズ（連続）

で出しているということが気になっているのです。大上段に構えて話をする気はあり

ませんが、いわゆる共益還元については、財産区有林に対する収入を住民の皆さんに

還元するという行為なので、一般管理経費で常夜灯維持管理経費というのがあって、

ここで常夜灯の補助金という形で皆さんに還元しています。財産区住民に分け隔てな

く還元するということで、幸い青山高原ウインドファームから利益もあり実施できた

という事ですが、大山田村民に平等に広く還元するとういことであるのに対して猿野

区だけにシリーズで何年間も財産区収入を持っていくのはおかしいと思っているので

す。たとえば伊賀市の林道ではなく作業道であり、どこからも補助金が出ないという

ところで、その道を通らなければどうにもならないというのであればわかりますが、

毎年申請が上がってくるというのは、一体どうなっているのでしょうか。ちなみに川

北区も次の報告事項にありますが、去年の台風で財産区有林に繋がる作業道の一部分

が崩れましたが、これについては現場立会いをして、ここまでは財産区が、それ以外

は川北区が修繕を行うと決めました。それで妥当だと思うのですが、猿野区だけなぜ

毎年なのか、平等に還元すべきと思います。 

委員 このことについて林業振興ということを考えて、お金がある時代になってきたという

こともあり、広く還元することはいいことだと思いますが、それにつけては計画作り



が大切であり、猿野区については既にお約束されていることであると思うので、どち

らかというと猿野区のようにいろんなところに広く還元できればいいと思います。 

委員 立木補償の 20,000,000円という収入は今までとは桁が違います。おそらく積み立てて

いくと思うのですが預金だけしていたらよいのか、ということになるので財産区とし

ては皆さんに還元するということが盛り上がってくると思うので、広く平等に還元し

ていけばいいと思います。 

委員 それには基準と計画作りをして補助していけばよいのでは。災害対策の対応ができる

くらいは残していく必要はありますが。 

事務局 猿野区については 25年度も材料支給の申請が出てきていますが、現場についてはその

道１本だけであって、なければ行けない、他には道がないところであり、毎年、地元

の人が出て材料は財産区が出して段々に舗装をしているということで、今年の分も皆

さんにご協議願いたいのですが、委員さんのおっしゃることは前の委員さんからも同

様に広く還元するにはどうするかという意見も上がっておりました。還元方法を考え

ていく必要があり、どういう方法がいいのかどうかを考えていかなければならない時

になってきていると思います。 

委員 この猿野区の材料支給申請は、市の農林の補助ももらえるということですか。 

事務局 農林の補助金は猿野区の別のところに使うのであって、この部分に対しては以前から

財産区でもらっていると思いますが。農林の補助は申請しただけ全部もらえるわけで

はないので、限度額もあるので民有林の多いところで使っていると思います。 

委員 林道はどれくらいありますか。 

事務局 登録では４１本だと思います。 

委員 伊賀市で４１本ですか。 

事務局 大山田だけです。 

委員 林道と作業道はきちんと市でも管理してもらわないといけません。林道台帳には入っ

てないのかまた調べておいてください。 

委員 川北の林道の場合も以前に市で 60,000円を出してもらって後の分は財産区で出したと

思います。まあ、シリーズにならないように考えてほしい。林道は主には伊賀市で出

してもらって、足りない分は財産区で出すというようにしてはどうですか。 

委員 例えば100ｍのうち50ｍは市で25ｍは区で残りは財産区でとか考えられると思います。 

委員 １本の路線であるのでシリーズになるのは仕方ないですが。 

委員 市担当職員が猿野区の区長と詰めて、全体計画を提示させて、そのうちの何割から何

割の補助をしていくか協議すればよいのではないですか。 

事務局 年度、年度で申請があります。 

委員 川北区も長尾作業道のようにお世話になったのですが、入り口は民有林もあるので川

北区で持つけど、奥に行くほど財産区有林が多いので、要するに半分は財産区がみる

という話になりましたが、この猿野区への毎年の支給となると、全体計画を見て判断

して、年度ごとにいちいち議案第何号と上げなくてもよいのではないかと思います。

全体計画を見てわかりました、だめです、ということでよいのではないですか。 

会長 全体計画を提示させることは必要ですが、一度に決定すると金額も大きくなり、それ

だと市議会を通して承認をもらうということも必要になってくるのではないですか。 

委員 林業振興のことなので問題ないのでは。 



また、将来的には管理道路であれば市で直してもらう、その他の作業道であれば財産

区で直すという基準作りをして計画していかなければならないと思います。 

委員 但し請負工事についてはいけませんよ、としておかないと金額がすごく上がると思い

ます。 

会長 問題は伊賀市が絡んでいるので、大山田だけに使うという大儀名分がないといけませ

ん。そうでないと他の地区でも同じように補助をせよとの事になってしまいます。 

委員 しかしそれは基本的には大山田の財産区なので、大山田の区に還元することは問題な

いのでは。 

会長 財産区といえども伊賀市の内の財産区なのであり、市議会の承認が必要な場合もあり

ます。 

委員 大山田の財産なのだから財産区で発生した利益を伊賀市に還元する必要はないので

は。 

委員 ないというより協議が必要なのではないですか。支所長がどれだけ頑張るか、この管

理会でどれだけ頑張れるかという事ではないですか。 

委員 もっともな理屈をつけていかなくてはいけないが、山村振興は伊賀市も農林業につい

ては留意しましょうと言っています。 

事務局 おっしゃる通りもっともな説明が必要です。大山田だけの特色ある、いぶし瓦の常夜

灯の電気代の補助については、通常の街路灯の電気代との差額を補助するというもの

であり、全額補助をしているものではありません。区の公民館を建てるので補助金を

出すというようなことはできません。 

委員 昔であれば、例えば大山田に学校を作るとなれば木を切って使ったりしていました。 

委員 財産区とは、そのようなことをしていたのですか。 

委員 林業振興だけしかだめなのであれば、何のために山を持っているのか。当然利益が出

るのを前提に管理しているのですから。 

委員 今、正に委員さんが言ったように、ウインドファームのおかげで 20,000,000円のお金

が入りました。おまけに来年からも増えて、10,000,000 円の土地貸付収入が入ってき

ます。こうなってくると財産区管理会の諸事情からいうと、どうしても伊賀市議会の

同意が必要というのが厄介になってくる。ましてや伊賀市議会で 10,000,000円も大山

田財産区で収入もあるのか、ということになりませんか。 

委員 伊賀市に繰入れられてしまったら何にもなりません。 

委員 最終的に伊賀市議会が同意しなかったら伊賀市に取られてしまうということなので 

その前に使ってしまえばいいのでは。 

委員 使ってしまうというより、有効に活用する方法を考えましょう。 

会長 今までからもずっと言っているのであるが、中々進んでいません。 

委員 常夜灯の補助だけではなく、その他の景観整備事業の成果物の維持管理等に使ってい

けませんか。 

事務局 例えば本来の山の施業ということで、植樹・造林する経費についてはストレートにみ

られます。今年 1 月に意見のあった子延に道をつけたらどうかというのは林業振興の

ことなので使えると思います。常夜灯のような山を管理する経費でないものは、一般

会計へ繰り出して補助をしております。山に直接関連することであれば予算をつけて

道をつけてもらったら良いと思います。 



委員 山の間伐については一定の間伐材を市場に出していかないと補助金をもらえないとい

うことになるし、搬出しようと思ったら、道がないと出すことができないということ

です。 

管理人 間伐材を搬出したいということで、３年前、下馬野に道をつけたらいいなと提案した

が、道をつけて材を搬出して本当にプラスになればいいんですが。それでも作業道は

必要なので、これから次の間伐をするときまでに下馬野にどうしても道をつけてほし

いところがあります。 

委員 それはそれで計画を組んでいけばよい。西教もそうですし、いろんな場所が出てきま

す。せっかく間伐しても山へ切り捨て、放置しておくのではもったいないし、やはり

間伐材として出してきたら、そこそこの物になります。道を作るのを間伐材の売った

お金で作ろうとするのは中々できませんが、そこは事業や補助を利用して、作業道を

つけて間伐材を出していくというようにする。去年、個人の山ですが、剣谷で 40年か

ら 50年くらいの山で道のそばですぐにトラックに載せられる場所であったが、間伐し

てもらって少しお金をもらいました。仕事は自分たちでしなくても森林組合等に委託

できるのでは。 

管理人 先ほど見ていただいた奥馬野の下の方はみんな 60 年生くらいでほとんど用材となる

し、西教も下馬野も次の間伐時期には必ず用材になるようないいものばかりになって

いるけれど集材する道がありません。 

委員 作業道をきっちり付けて行くことが大事ということですね。 

委員 今までできなかったがこれからはできるのではないですか。 

委員 幸いお金はあるのでできます。 

委員 今までの大山田の歴史があってそれは伊賀市の収入と違うのに、一体性を損なっては

いけないとの決まりがあります。 

委員 昔の村時代の財産区で行っていた、中学校の建て直しとか、備品を多少買ってあげた

りということは、それは悪いことではないと思うのですが。 

委員 昔は大山田のことに使うことができたが、今は山を守ることだけにしか使えません。

大山田に還元できたのに今は、そんなことできないのでは。 

委員 自分の山でも守っていくのは、何かの時には使わないといけないので管理しているの

に、それが木を育てるためだけであれば何のための財産区かわからない。利益を生む

事を目的に作っているのに。 

委員 そういうことに市の理解がなっていません。一般の住民はもっと自由に使えないのか

と言っています。 

委員 財産区は大山田と島ヶ原だけですか。 

委員 管理会制の組織は変えられないのですか。 

委員 三重県との協議が必要になるのでは。 

委員 伊賀市議会に対しても承認を得たりの手続きが必要だと思います。 

委員 財産区の共益還元は例えば、区の消防車が悪くなったりすると、昔であれば財産区で

直したものです。 

委員 財産区があるところとないところがあるので不公平が生じてきませんか。 

事務局 ポイントはそこです。地方自治法に一体性を損なわないように、という文言がありま

す。大山田だけが財産区があるので、補助をもらってしたということになってはいけ



ません。 

委員 しかし、大山田の住民は木を植えて枝打ちをして山を育ててきました。上野からは誰

も苗を植えに来たりしていません。議員の勝手な判断で市の許可がなければ勝手にし

てはいけないでは困ります。 

委員 現場を知らずにいうのだから仕方ありません。 

委員 それはそれでしっかり大山田の議員に頑張っていただきたい。 

委員 しっかりした計画基準を作って、この目的に使うということで総合計画などに当ては

めて還元していくことが大事。たった今どうする事は出来ないが、林業計画などきち

んと立てたうえで補助金もらったりしていく。奥馬野などは里山環境林申請をしてあ

るので、その中で行っているので新しい計画は立てなくてもよいが、今度川北区は里

山環境林で申請して補助をもらって事業を進めていくことになるので、われわれが伊

賀市を後押しする形で計画していかないといけないと思います。計画全体を承認して

もらったら議会も承認されると思うので、しっかりとした計画をあげていかないとい

けません。 

委員 何はともあれ基金を積み立ていくだけではいけないと思います。 

 

委員 

 

たちまち作業道がほしいところが沢山あるので、どんどんと作業道をつけていく。森

林組合や芭蕉農園も施業をしてくれます。土木業者だけにしてもらわなくてもいいの

では。中村の剣谷は分収林であるが仕事は伊賀森林組合でしてもらいました。森林組

合は伊賀市での信用度もあるのではないか。26 年度の事業として見積もりをして予算

をとり、計画としてあげていくことが大事だと思います。 

全部残していくと、何もしていないのかとなってしまいます。 

委員 ３年なら３年、５年なら５年の長いスパンで計画を立てていく。そうすることによっ

て議会にも承認をしてもらわなくては。 

 

会長 

 

そういう意見を出してまとめて行かなければなりません。図面に落として見積もりを

取って 26年度はこういう方向で決めていくことが大事です。ただ補助をほしいだけで

はいけません。具体的な意見をこういう会議で出してください。 

 

委員 

 

作業道を作るのは良いし、猿野だけでなく他にも作業道は沢山あるので広く還元でき

るようにできればいい。大字にも沢山作業道があるのだから少しでも助成をしてあげ

られるように 2本立てでいける計画づくりができたらいいと思います。 

委員 あまり補助をすると伊賀市のためにならないのでは。市の補助金制度もあるのだから。 

会長 区内に財産区有地がある区、無い区があるので、将来的に一般の山の作業道に補助金

を出すということになれば、それ相応の基準を作っておかなければいけません。 

委員 伊賀市全体でのねたみも出てくるのでは。特区にして将来大山田区有林を見に来ても

らえるように、大きな総合計画のようなものを作り、毎年健全な事業を進めていかな

くてはいけません。 

委員 1年間の限度額を決めて、地元施行については事業費の半分なり 1/3の補助を出すとい

うように基準を決めてはどうですか。農林は限度額 300,000円であるから。 

委員 財産区本来の抜木をして、少しでも収入を得ながら事業をしていかなければ。 

委員 道をつけるのは大前提ですが、計画を立てていきましょう。 

委員 基金積み立てのみで、事業をしないのは楽だが、有効に使っていくこと大山田の人も

理解してくれるのでは。 



委員 基金積立は島ヶ原みたいに１億何千万円持っていても使っていかないと意味がありま

せん。使う事も考えないといけません。 

委員 土地貸付収入の安定収入がしばらくはあることですし。 

委員 島ヶ原と大山田と違うと思っていたが結局、風力発電施設への土地貸付収入で同じ規

模になってきたと思います。 

会長 伊賀市になったので大山田財産区の財産と言えども、伊賀市の財産の一つということ

ですが、とにかく計画的に進めていこうということです。また、次回は猿野区の管理

人さんが刈ってくれているところをどのように活用していくのか、今は雑木が生えて

いるだけで財産価値のない状態であるので、使い方も考えていかなければならないの

で、それも含めて当面の行う事業を考えておいてください。 

委員 この件に関して管理人さんは精通しているので意見を聞きながら必要な道は作らなけ

ればならない 

会長 この会議も年 4 回ほどとなっているが、こういう意見がどんどん出てくるようであれ

ばもっと回数を増やして問題を解決していかなければなりません。 

委員 先日も言ってくれていましたが、われわれも知らない山があるのでもう少し涼しくな

ったら、管理人さんに案内してもらって行く事にしましょう。 

管理人 西教だけでも１日かかるし、奥馬野は一周廻るのに４時間くらい、下馬野は３時間く

らいで廻れると思います。 

委員 １１月くらいで計画すればいいのでは。 

委員 ウインドファームの道はどれくらいありますか。 

管理人 今回の立木補償の箇所だけでも、半日しっかりかかると思います。大方１町ほど潰れ

ているのではないかと思います。 

委員 伐採した木はどうするのですか。 

管理人 全部チップにして蒔いてしまうそうです。 

管理人 ほしい木は交渉してもらって、自分で出して来たらよいのでは。今現在はどんなにな

っているのか見ていないのでわかりませんが。 

委員 上野の森林公園はチップを道に使っています。水はけがぜんぜん違います。 

会長 だいぶ話がそれましたが有益な意見をいただきました。次に第４号議案に入りたいと

思います 

事務局 先ほどから意見を頂いております猿野区の材料支給申請が提出され６月１７日に受付

をしております。生コンクリート 20㎥を希望されていまして、位置図は別紙につけて

おりますが、材料支給をしてもよいかどうかご審議いただきたいと思います。 

委員 続けて支給している奥のほうの続きということですか。 

事務局 見にくいですがマーカーで記してあります。 

委員 今年度で終わりですか。 

事務局 いつまでとは聞いておりません。 

委員 図面から行くとまだありそうな感じですが。 

事務局 平成２０年から支給しています。 

委員 もう財産区の山に入ってきているのではないですか。 

委員 まだまだ施業するのであれば全体計画を示してもらわないと。こちらとしても予定が

あるので全体計画を出してもらってください。その上で今年度はここを施業するとい



うように申請してもらってほしいです。 

委員 反対側は民有林ではないですか。 

委員 民有林があるから猿野区の出会いをしているのであって、財産区だけしかなかったら

猿野区がわざわざ施業をすることもないでしょう。 

会長 では、支給をするということで良いですね。 

事務局 確認ですが、全体計画を出してもらってから支給決定するのか、今年度は決定して今

後の全体計画を出してもらうのかどちらでしょうか。 

委員 25 年度はよろしいので来年度また出てくるようであれば全体計画を出してもらってく

ださい。 

委員 見ているともう全線完成しているのではないのかと思います。材料を支給しているこ

とですし、一度現場を見せてもらいたいものです。 

会長 第４号議案はそういうことで今回については支給を決定します。議案第５号西教線維

持管理業務について、本日、時間があれば登ろうかと思ったのですが、昨日、事務局

で確認していただいたところ、軽トラ以外では登れない状況であり、時間もなかった

ことですので現場は見ていただいておりませんが。これについて事務局から説明願い

ます。 

事務局 資料の写真が白黒ですので、カラー写真を回しますので見ていただきますようお願い

します。この箇所については、山の側面から土砂や石がぼろぼろと落ちてきて通行に

支障をきたす状況になっていますので、撤去する作業なり、今後のことを考えて防護

壁か柵板を張るのか、吹きつけをするのか何らかの対応をお願いしたいと山田地域住

民自治協議会から要望が出てきておりますのでご審議願います 

委員 霊山林道より上ですか。 

委員 霊山林道の途中で鳳凰寺林道へ入る道があります。ここについては、国際交流協会や

大山田村人づくり塾で管理している、日中友好の森やわんぱくの森がある。毎年草刈

をするので、先に登れるかどうか見にいったところ、石がゴロゴロしていたので除き

ながら登ったのですが一箇所どうしても一人では動かない石があり、当日みんなで除

いて上がっていきました。そんなことで土砂がかなり落ちてきて路肩が斜めになって、

復員が半分くらいになっているところもあるので、頂上のわんぱくの森や日中友好の

森があって昔から維持している広場があるけれども、そこに行く道が四輪駆動の軽ト

ラしか登れない状況です。せめて乗用車で登れる位の道があってもいいのではと思い

ます。当然林道ですので間伐とかに利用するわけですが２トン車が通れるくらいでな

ければならないし、また斜めに傾いてしまう道では困るし、この管理は市がするのか

どうかわかりませんが、一昨年の災害で直してもらっているみたいですがもう少し管

理をしていかなければならないのかなと思います。 

管理人 １年に２回くらいは大山田の作業道の整理ということで見に行ったほうがいい。特に

わんぱくの森は青少年育成の関係でも草刈をしているわけなのでこの時期に確認して

維持していったほうがいいのではないですか。今は山へ行く機会もないかもしれませ

んが、大雨が降ったら必ず崩れます。 

委員 崩れて邪魔になったら取り除いているだけでもいいと思います。 

委員 区の出会いや、自治協でも山に上って見に行く機会を作るように勧めてみてはどうで

すか。阿波の方へ繋がる道もありますが、草が生い茂っています。 



委員 村人づくり協議会は子どもも行くのですか。 

委員 子どもも行きます。 

委員 それなら、財産区から子どもの行事に弁当を提供するとか、そういうことはできませ

んか。 

会長 それも良いことだと思いますが、まず、道の整備が必要です。 

委員 その土砂を取るのにどれくらいかかりますか。 

管理人 年２回というように計画的にやった方が良いと思います。 

委員 普段の維持管理で管理人さんにとっても必要な道ですし。 

管理人 財産区も今後イベントを計画して、都会の人に、山が魅力的であることを実感しても

らうようにしたらよいのでは。今自分たちのやっていることを次の世代に引き継いで

いくことも大事だと思います。 

委員 昔は緑の少年隊というような、林業体験ができるような組織がありました。 

委員 木の切り方やチェーンソーの使い方は森林総合研究所や森林組合が教えてくれるので

はないですか。 

事務局 それでは、土砂撤去については早めに見積もりを取って実施します。 

委員 森林組合でもしてくれるので、問い合わせてみてはどうですか。 

事務所 はい、聞いてみます。 

委員 とりあえずは行けるようにしてほしい。 

会長 200,000円くらいかかるでしょうか。 

事務局 どれくらいの距離になるか不明ですので、まず確認します。土砂を取るのは早い時期

に、それ以降のことについてはどのように直していくのか、見積等を取ってまた協議

していただきます。 

会長 いろんな意見を頂きありがとうございます。では次に報告事項に進みたいと思います。 

事務局 先ほど見ていただいた林道シデノ木原線改修工事につきましては、建設課に設計依頼

をかけておりますが、皆様から工法のご意見を沢山頂きましたので建設課のほうに伝

えてどの方法が一番いいか精査して設計をします。 

委員 道の上に水を通すようにするのであれば、中村区にあるので見てください。 

会長 今の工法をざっと説明してもらって、どのように変更するのか、ちょっと説明しても

らえますか。 

事務局 大きいボックスカルバーを２箇所とも伏せるという当初の設計でしたが、現場を見た

ときに、大きなボックスを搬入するには搬入路の下が空洞になっていまして、荷重に

耐えられるかどうかということで、建設課も数回現場を確認して設計をしております。

予算としては 15,000,000円です。 

委員 １箇所・２箇所を合わせてその予算ですか。 

事務局 はい、２箇所ともボックスカルバートを布設するということで予算１０５８万円を計

上しています。予算内で先ほどのご意見を参考にしながら一番いい方法で設計したい

と思います 

委員 施行はいつ頃になりますか。 

事務局 まだですが、設計があがってからです。 

委員 カルバートを使用するということでしたら、ちょっとやそっとではできません。 

事務局 設計が出来上がらないとわからないので、設計書が出来上がりましたら随時会長さん



に報告をさせていただき、またお集まりいただくことになるかもわかりませんのでよ

ろしくお願いいたします。 

会長 了承しました。 

事務局 次に長尾・東谷の作業道の修繕工事の進捗状況ですが、繰越予算でしている工事でし

て長尾作業道につきましては明日入札日に設定しています。東谷作業道につきまして

は建設課に設計依頼をしておりますので長尾作業道が終わり次第設計書もあがってく

ると思いますので発注のほうに作業を進めたいと思っています。 

会長 長尾作業道についての工事費はどれくらいですか。 

事務局 設計額は税込みで約 800,000 円ですが、明日が入札ですので詳細は控えさせていただ

きます。 

委員 予定価格等もありますしね。 

委員 予算が 2,000,000円ということでしたら、東谷作業道は 1,200,000円という事ですか。 

事務局 この２つの作業道の修繕工事の予算は繰越予算として、2,000,000円をみております。

長尾作業道の参加業者はマツザキ・大地・山王の３社を指名させていただいており、

明日９時に開札の案内をしています。この件についてですが、財産区管理会条例の規

定によりますと、落札をして契約をするとき押印までに管理会をもって承認をもらっ

てから契約するということになっていますので、決済が終りましたら再度お集まりい

ただくことになるのですが。 

委員 また召集してください。 

委員 それはいつごろですか。 

事務局 入札から１週間以内に契約をしますので来週中くらいに押印したいですが市の決裁が

ありますので、処理が終了してから連絡をさせていただきますのでお願いします。 

委員 入札をして落札し、契約印を押すときに委員会を開いて決定してほしいとの事ですね。 

委員 財産区の管理者は市長でしょう。 

事務局 市長ですが、財産区の管理会条例の中で、100,000円以上の契約を締結するには管理会

の同意が必要となっておりますので、承認を頂いてから契約印を押すことになってい

ます。今後も工事だけでなく備品を買ったり、修繕をしたり 100,000 円以上になれば

お集まりいただく事になります。チェーンソーを買うときも 100,000 円以上であれば

契約をする前に承認を頂くということです。毎回集まっていただくことが大変である

とするならば、会長さんに報告し、委員さんへ文書決議を郵送等で行うという方法も

あろうかと思いますが。 

委員 手続き上問題がなければ印鑑を持って事務所に出てくることもできますが。 

事務局 どんな形でもいいのですが、原則は集まっていただくということになっているのでよ

ろしくお願いします。 

委員 契約書に管理会全員の印鑑がほしいのですか。 

事務局 契約の印鑑は事務局で管理していますが、契約の印を押してもいいという承認を頂く

ということになります。 

会長 会議を開かなければいけないというのでしたらば開きますが、事前にこのように管理

会で決定していることであれば問題はないし、それ以外に必要があるということなら

連絡をもらってそれはまた調整すればよいのではないでしょうか。 

事務局 それでは次の報告事項に参ります。平成２５年度の歳入から説明させていただきます。 



財産貸付収入から土地建物貸付収入 12,264,000円で内訳としまして、三重県洋蘭組合

から１９，０００円青山高原ウインドファームから１２，２３８，１７８円で６，７

９３，６００円が更新の分で５，４４４，５７８円が今年からの新規分で経常してお

ります。中部電力から１，８８２円、NTT西日本から５，４６６円で合計１２，２６４，

５２６円を計上しております。利子につきましては９，０００円を計上しております。

次、繰入金につましては３，３２０，０００円の予算ですが、昨年度ウインドファー

ムからの才入がありましたので、平成２５年度に繰越を行って３，３２０，０００円

の基金取り崩しはしないこととします。繰越金につきましては 200,000 円を計上して

おりますが、補正にてウインドファームの分 20,000,000円を繰越処理の補正を行いま

す。預金利子としまして１，０００円の計上をして下ります。歳入合計が、 

１５，７９４，０００円となります。歳入に対しまして歳出の説明をさせていただき

ます。一般管理費で管理会委員報酬 230,000円、区有林管理人報償費 69,000円、旅費

15,000 円、消耗品費 30,000 円、食料費 9,000 円、手数料 32,000 円、有料道路通行料

5,000円、大字協議費負担金 285,000円につきましては前年度と同様です。三重県水源

林造林推進協議会負担金 10,000 円で通常会費です。研修会参加負担金 16,000 円、基

金積立金はゼロです。繰出し金は常夜灯の電気代補助として 555,000 円を計上し合計

1,257,000円です。 

財産管理費で作業員賃金 366,000円、燃料費 59,000円、火災保険料 150,000円、施設

補修材料費 400,000 円で合計 975,000 円を計上しております。裏面の財産区有林造成

費としまして、労働災害保険料 127,000円 作業員賃金 1,220,000円、消耗品費 457,000

円、燃料費 69,000 円、修繕料 100,000 円、医薬材料費 60,000 千円、工事費として先

ほど見ていただきましたシデノ木原の 10,580,000円、原材料費 400,000円、機械器具

購入費 334,000円で今年度はチェーンソーを購入する予定です。 

合計 13,347,000円を計上しております。次に公債費としまして一時借入金利息 15,000

円、予備費として 200,000円で歳出合計 15,794,000円を計上しております。 

次のページで繰越明許費は工事費として 2,000,000 円で長尾線と東谷線作業道の修繕

工事の施工をさせていただきます。以上よろしくお願いいたします。 

会長 20,000,000円も入ってきたら一旦歳入したのを振り換えるということですか。 

事務局 雑入で歳入しましたが、繰越金として今年度に補正で予算手続きをします。これは最

終でよいので要求しておきます。 

委員 常夜灯の件ですが、公民館とかの入り口にあるのが常夜灯ですか。上阿波の高良城に

上がる道に、設置されているものがあるのですが、根元の足のほうが結構痛んでいる

のですが。 

事務局 委員さんのおっしゃっているのはランランランドと表記のある丸いサイン灯のことで

すか。その隣の観光的な設置物ですか。 

委員 丸いサイン灯の蛍光灯が切れたら市で取替えはしてくれるのですか。 

事務局 サイン灯の管理は支所で行っております。また今、委員さんがおっしゃられたものは

サイン灯の隣に設置している観光の設置物のことです。この件については、上阿波の

区長さんからも要望を頂いていますが、観光協会が設置したとの事です。基本は設置

者が管理することになっているので観光協会には今要望していますが、もう少しご辛

抱願いたいとの返答でありました。今は番線で足元を縛って処置をしていますが、観



光協会が管理するようになっております。市や財産区が修繕や回収等をすることでは

ありません。 

事務局 次に基金の積立状況ですが、現在１５，２００，７２５円です。利率は０．０８パー

セントで１ヵ年の設定です。 

会長 はい、次にその他の項をお願いします。 

事務局 白ろう病の健診ですが、管理人さんに受けていただくことになります。また、安全衛

生推進者等手段指導会開催の案内、機械集材装置運転業務に係る特別教育講習会の開

催、リスクアセシメント実務研修会の案内が来ております。資料は別閉じで管理人様

へお配りしております。もし参加されようと思われる方は事務局のほうへ申し出てい

ただければ申請をさせていただきます。 

委員 機械集材装置とはどのようなものですか。 

委員 この辺ではあまりないと思います。和歌山とかの方では使っていると思われます。 

事務局 次に公用車のことですが、本日乗っていただいたジープ型の車ですが、かなり古いの

で雨漏りがしたりドアが開かなくなったりしている状態です。お天気の日はいいので

すが雨が降ると翌日はシートが濡れて乗れる状態ではなくなります。市の管財課へ

常々現場車として四輪駆動の車を要求しているのですが購入については難しく、四輪

駆動でなくては行けない箇所が他の支所ではないとのことです。大山田支所としては

どうしても四輪駆動の普通車がほしいと思っておりまして、財産区のほうで購入して

頂くことはできないかと思っています。 

委員 市が購入しないということは要らないということではないのですか。 

事務局 そういうわけではないのですが、市の状況としては購入するのは無理とのことです。 

委員 はっきりいうと、お金がないという事ですか。 

委員 財産区で購入することは構わないが、維持管理経費はどうなりますか。 

事務局 それを検討していただきたいと思います。 

委員 財産区で購入して市へ寄付すれば、受け取ってくれますか。 

委員 そうでなかったら、車検から保険からみんな財産区で持つことになるのではないです

か。財産区の仕事であれば市の職員は乗れるけれど、それ以外は使えないことになる

のではないですか。 

委員 そもそもこれは何のために買うのか、市の職員が乗るためか、管理人さんへ貸し出す

ためですか。 

事務局 管理人さんの必要なときは、当然優先的に使用していただきます。 

管理人 管理人としては自分の軽トラックで出かけるのが一番便利もいいし楽ですが。 

事務局 軽トラックもいいですが。ただ四輪駆動の車でなかったら山には登って行けません。 

委員 管理人さんが乗る車なら財産区の車にしておかないといけません。 

委員 市が使うのなら市へ寄贈をしないと維持管理すべてを財産区でみていかなければなり

ません。 

委員 今の車は誰が管理しているのですか。 

事務局 市です。 

委員 それなら、市がしていけばいいのではないですか。 

会長 財産区にしておかないと他の支所に持っていかれる事もあるので、財産区として購入

するけれども、市職員も利用するのであるから維持経費は市で持っていただけません



かと要望を出しても良いのではないですか。 

委員 それなら問題ないと思いますが。 

会長 車を購入することはやぶさかではないが、維持管理経費の件をはっきりしておかない

と後々問題があれば困るので一度検討してください。 

事務局 大山田財産区の名義の車の維持管理経費はおそらく市では見られないと思います。 

会長 今、保険のことが出たので、管理人さんが自分の車で山に行ってくれているが、もし

事故でもあれば大変なことになるので、自分の車で財産区の用事をしてくれていると

きの保険は何かないか探していただきたいです。 

委員 登録をして何か補償できるものはないですか。 

事務局 今は労働災害保険のみの加入で、他には法定外労働保険というのがあるのですが作業

中のことなので、自家用車で現場に向かう途中が摘要されるのかどうかはわからない

です。 

会長 対物保険は個人の保険を適用するとしても対人になった時に問題になるのでは。 

委員 車と経路を登録しておいて摘要できませんか。 

委員 何か方法があるのではないか。市の教師は自分の車で事務連絡等を行っているのです

から。 

会長 利便性から自分の車を使ってくれているが、何かあったら問題があると思います。労

働災害をかけているのはわかっていますが、途中の道での事故では該当にならないの

ではないですか。 

委員 仕事をしてもらっているので、補償等のバックアップはしっかりしておかなければな

りません 

事務局 一度保険会社に聞いてみます。 

会長 作業中については労働災害でいけるが車の件を検討してみてください。 

委員 作業をするための行き先はわかるのでしょう。 

事務局 作業日報は毎月出していただいているのでそこに記載されております。 

管理人 阿波の山へ行くのにわざわざ支所まで出てきて車を乗り換えて、また阿波まで行くこ

とはないので直接現場へ行っている状態です。油は満タンにして終了後再度満タンに

するという形をとっています。 

委員 せっかく作業してもらって事故をして自分で処理しないといけないのでは困ります。 

会長 一度調べてみてください。 

委員 他に提案ですが、先進地視察を行ったらどうですか。早急にというわけではありませ

んが。 

委員 森林総合研究所の研修会もあるのではないですか。どこに行くかわかりませんが。 

事務局 それでは、時間もだいぶ押していますが、風力発電の状況を少し説明させていただき

ます。この件につきましては 4 月 7 日午前 4 時頃事故がありまして説明を受けました

が、結果的に新聞に載っているような情況です。羽根と芯の部分が折れたということ

で㈱シーテックが経済産業省の監督部局へ事故結果等の報告をしております。市の担

当窓口は環境政策課です。大山田の隣の津市に建っていたものですが、同様の物が大

山田にも建っているということで本庁への説明だけでなく、大山田支所へも状況等の

説明をするよう求めました。１９基が平成２２年に建ってその内の１基があのような

状態になりました。今は１０日か１５日前から１８基については稼動しております。



稼動について阿波、布引の自治協へ説明し、了解も得ているそうです。インターネッ

トや新聞等で事故原因については報道されていますが、事故原因の一番は金属部分で

飛行機と同じ材料を使ってあったものを改善策としてステンレスに変えて強度を増し

たということです。いろんな細かい要望もあるのですが、結果報告は公開されていま

すのでインターネット等を見ていただきたいと思います。また常に支所にも説明に来

るよう伝えてあります。 

今回新規で建てる分については財産区の山ですけれども大山田支所として説明を受け

ていたところです。工事の関係も２週間に一度の工期別の説明にも来ておりますし、

工程表の提示等もされております。 

委員 類似の物については再点検をしてから再稼動をしたということですか。 

事務局 そうです。その説明会を自治協で行い了解を得ているそうです。 

会長 はい。長時間でしたが他に何かありませんか。なければご苦労様でした 

事務局 どうもありがとうございました。これをもちまして第２回大山田財産区管理会を終了

いたします 
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