
平成 27年第 5回伊賀市大山田財産区管理会 会議録（概要） 

 

日 時：平成 27年３月４日（水）13:30～16:00 

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 

    （事務局）大山田支所 福永課長、土田 

    

財産区管理会 議事録（概要） 

事務局 定刻になりましたので平成 27年第１回伊賀市大山田財産区管理会を始めます。 

会長、よろしくお願いします 

会長 一雨ごとに暖かさが増してきている今日このごろですが、まだまだ寒い日があります。

年度末お忙しいところ財産区管理会にお集まりいただきありがとうございます。今年

度は皆様方には様々な作業に取り組んでいただき、布引の森もきれいにしていただき

ました。 

本日の議題としましたは、平成 27 年度年度予算と平成 26 年度補正予算についてご審

議いただきますようお願いします 

事務局 ありがとうございました。次に福永課長より挨拶を頂きます。 

課長 改めまして、こんにちは。ぼつぼつ梅が咲きだしましてようやく春が来たかなと思わ

れるところですが、３月に始まります議会に、平成 27年度大山田財産区予算と平成 26

年度補正予算を上程させていただきますので、それに先立ちまして皆様のご承認をい

ただきたいと思います。補正予算の内容ですがシデノ木原林道の工事を予定していま

したが、市道奥馬野線の改修が終わらないと現場まであがって行けない状況になって

いまして、この工事費を大きく減額する補正となっています。また新年度につきまし

てはこれらの工事費を踏まえ、又、今年度十分検討いただきました補助金要綱がよう

やく施行できるようになりましたので、この分の補助金を見込んだ予算を揚げさせて

もらっています。また、議案の中でさるびの温泉についても協議いただくわけですが、

伊賀市では温泉施設が島ヶ原と大山田で２箇所あり、公共施設最適化計画の中では縮

小と示されています。現在は指定管理者としてさるびの温泉を温泉福祉公社が運営し

ており、今年度で指定管理期間満了となり、平成２７年度からの指定管理期間を１ヵ

年とする条例改正が可決され、５日には選定委員会が開催され温泉福祉公社に再度１

ヵ年の指定管理者として認められるかどうかを決定していただくこととなっていま

す。そして平成２８年度以降については縮小という観点から譲渡、民間委託、売却等

いろんな方法を検討していく大事な１年間となり、財産区の皆様にも地元さるびの温

泉へのご支援をお願いいたしたいと思っています。本日は平成 27 年度予算、平成 26

年度補正予算についてよろしくご審議をお願いします。 

事務局 ありがとうございました。では会議に入ります前に本日の議事録署名人を辻副会長と

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。 

事務局 引き続いて議事に入りたいと思います。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、今日は平成 27 年度予算と平成 26 年度補正予算と

いうことで事務局から説明願います。 



事務局 では資料の平成 27年度予算才入から説明させていただきます。まず、財産貸付収入の

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 19,000 円、青山ウ

インドファーム 6,793,600円と 5,444,579円、中部電力 1,882円、NTT西日本 5,466円

で合計 12,264,527 円とします。利子配当金、財産区基金利子 9,000 円、大山田財産

区基金繰入金 5,309,000円、繰越金 繰越金 200,000円、預金利子、預金利子 1,000

円 で歳入合計 17,783,000円とします。続いて歳出について説明させていただきます。

一般管理経費、報酬、管理会委員報酬 230,000円、報償費、管理人報償費 69,000円、

旅費 3,000 円、消耗品費 70,000 円、食料費 9,000 円、役務費、手数料 21,000 円、有

料道路通行料 5,000 円、負担金補助金及び交付金、大字協議負担金 286,000 円は例年

の 7地区です。水源林造林協議負担金 10,000円、林道事業等補助金 2,500,000円、こ

れにつきましては協議いただきました補助金交付要綱に基づく予算です。研修会参加

負担金 180,000 円、繰出金、一般会計繰出金 622,000 円で合計 4,005,000 円とし、財

産管理経費、賃金、作業賃金 366,000 円、燃料費 67,000 円、修繕費 10,000 円、役務

費、火災保険料 150,000円、自動車損害保険料 24,973円、原材料費、施設保守材料費

400,000円で 1,018,000円とし、財産区有林造成事業、共済費、労働災害保険料 130,000

円、賃金、作業賃金 1,220,000円、消耗品費 457,000円、燃料費 78,000円、修繕費 100,000

円、医薬材料費 60,000円、工事請負費、工事費 10,000,000円、原材料費、材料費 400,000

円、備品購入費、機械器具購入費 100,000円で 12,545,000円とします。一時借入金利

子 15,000円、予備費 200,000円で歳出合計 17,783,000円とします。 

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 

委員 歳入で、ウインドファームからは 2つに分かれているということですか 

事務局 はい、契約期間が違うので 2本になっています 

会長 賃金はどうですか 

事務局 管理人さんも高齢になり出役日数がかなり減ってきていますので、予算を使い切るこ

とは中々難しく、今年度補正でかなりの減額をしています。 

課長 作業ではなくて見回りだけでも行ってもらえるようにすればいいのではないですか 

委員 草刈機とかチェーンソーの修理はどこか出すところは決まっているのですか 

事務局 特に決まっていませんが、農協とか森林組合にお願いしています。年 2 回中公民館で

無料点検を行うときに目立てや点検をお願いしています。 

課長 管理人さんについてですが、年齢的なこともあり後継者を探してくれているのですが

引き受けてくれる人がいないということですので、今後どのように選んでもらうのか、

自治協にお願いするのか、区長さんを通じて区でお願いするのか、どのように後継者

を見つけたらいいのか検討が必要ではないでしょうか 

会長 今までは個人から個人にお願いしていた。自治協と財産区は少し違うので 

課長 4月以降の自治協の連絡会で山の見回り等、引き受けてくれる人をお願いするのであれ

ば、振興課からもお願いしてみますが、今後の課題として検討いただければと思いま

す。 

会長 はい、他にどうですか。なければ平成 26年度補正予算について説明願います 

事務局 では平成 26年度第１回補正予算歳入から説明させていただきます。財産区基金利子、

予算額 9,000 円に対し 44,000 円の補正とし、これにつきましては 3 月 31 日までの定

期預金 3 口で 41,000,000 円の分です。財産区基金繰入金予算額 12,079,000 円に対し



今年度繰り入れはしませんので同額 12,079,000円の減額とします。繰越金 200,000円

の予算に対し 1,135,000 円の補正とし、24,553,000 円の予算額に対しまして

10,900,000円の減額補正をし、13,653,000円の予算とします。続きまして歳出予算で

一般管理経費、旅費 23,000 円の減額、消耗品費は 50,000 円を役務費、手数料 32,000

円の予算から全額 32,000円の減額とします。この手数料は巡回特殊健康診断を受診し

なかったための減額です。有料道路通行料 5,000 円に対し 5,000 円の減額、負担金補

助及び交付金、研修会負担金 207,000 円に対し 135,000 円の減額、積立金、基金積立

金 8,472,000 円の補正計上とします。財産管理経費、賃金、作業賃金 366,000 円の減

額、役務費、火災保険 216,000円に対し 29,000円の減額、自動車損害保険 41,000円、

賠償責任保険 26,000円を計上とします。財産区有林造成事業、賃金 1,220,000円に対

し 839,000 円の減額、修繕費 100,000 円に対し 293,000 円を計上、これは布引の森案

内板等の修繕費です。役務費、不法投棄処理手数料 139,000 円を計上、使用料及び賃

借料、自動車借上料 8,000円を計上、これは草刈作業で軽トラックを借上げた分です。

工事請負費、工事費 18,792,000 円に対し 18,006,000 円を減額をします。シデノ木原

林道につきましては市道改修を待っての工事となりますので、14,904,000 円全額の減

額をします。又長尾林道改修工事費 3,888,000 円の予算額に対し施工方法の変更によ

り、森林組合への支出額が 281,880 円となったため 3,606,120 円の減額とします。ま

た、奥間谷・剣谷・高良城作業道改修工事費として 503,280 円を計上しています。原

材料費 400,000 円の予算で本年度は該当がなかったため全額 400,000 円の減額としま

す。備品購入費 500,000 円の予算に対し 138,000 円の減額、負担金補助及び交付金、

工事負担金 44,000円は猿野区の災害復旧工事地元負担金補助として計上しています。

以上歳出予算 24,553,000円の予算額に対し 10,900,000円の減額補正とし、13,653,000

円の予算とします。 

会長 はい、ありがとうございました。何か質問があればどうぞ 

委員 一般管理費の手数料ですが、全額減額で受診しなかったのは連絡してくれているので

しょうか 

事務局 はい、文書で連絡したあと、日が近づいて来たら電話連絡をしていたのですが、今回

は全員忘れてしまって受診できませんでした。 

委員 連絡してくれても忘れたら仕方ないな 

委員 法律的に診断の受診はどうですか 

事務局 白ろう病の健康診断で、チェーンソーの使用頻度によるので現在の出労状況をでは大

丈夫と思いますが、労災の関係で登録していますので、チェーンソーをよく使う人は

受診してもらった方が良いのではないかと思っています。 

委員 財産管理経費の賃金で、管理歩道維持・境界刈・杭打ち等は財産管理費にした方が良

いのではないか。財産区有林造成事業の賃金との区別をきっちりしておかないと、今

回の補正で全額減額ということになっているので、これは良くないと思う。区別しな

いのであれば作業賃金はひとつにするか今後検討してください。 

課長 境界だけであれば管理に入れた方が良いのではないでしょうか 

事務局 作業内容を書いた日報を提出されるので内容から見て造成事業で仕訳をしています 

課長 来年度からは、日報に見回りだけの日は何か印を付けてもらうように考えます。今年

度は修正できませんが、来年度からは少し考えて調整します。 



委員 管理人は見回る山は決まっているのですか 

会長 加道さんは奥さんと阿波の山へ、廣島さんたちは布引へ行ってくれているみたいです。 

山へは 2人で行かないと、何かあっても連絡が取れないと困る。 

作業をしなくても、境界の確認だけとかでも一人で行かないようにしてもらっていま

す 

課長 その辺のこともあるので、人員不足は今後の課題です。 

会長 はい、他にどうでしょうか。よろしければ連絡事項に入りますので、事務局説明願い

ます 

事務局 前回の管理会で話がありました猿野区との覚書について去る 1月 21日に林区長さんと

会長、課長と事務局で話し合いを持ち、新要綱に移行させていただきたいことを説明

し、覚書は廃棄処分とする旨の承諾をいただきました。 

三重県河川事業に伴う土地使用の申し出について、此処は現在も擁壁があり使用して

いるわけですが、今回河川改修に伴い擁壁の高さを嵩上げするとのことで、その周辺

も使用したいとの申し出であるため承諾しました。 

大字協議負担金について、現在は面積に併せて 10ℓの混合油として 1,500円を支払って

いますが、根拠がないとして指摘を受けています。今年度は支払済ですが次年度から

は根拠を提示できるようにしなければなりません 

委員 何処からの指摘ですか 

事務局 財政からです。指摘事項については、現在の拠出単価の根拠の決裁等何もないことか

ら、再度検討してください。とのことです。その当時の議事録等探してもましたが見

付かりませんでした。 

課長 大山田時代は各区ばらばらの金額で補助をしていたが、合併後統一されたと思われま

すが統一の金額の根拠は定かではありません。 

会長 地域の出会出不足金のようなものであるが、最近では協議費というのは通らなくなっ

てきています。 

課長 協議費や負担金は予算の性格上、支出することが難しくなっています 

事務局 ちなみに 17年度の混合油単価が 150円/ℓで本年度は 208円/ℓですが、単価をそのまま

で 1,500円で支出しています 

課長 負担金ではなくて、燃料代とか草刈機の刃として現物支給のような形で支出すという

ことでないと支払えなくなってきています。 

委員 国有地とかの管理で市への補助金の入りはないのですか 

事務局 ありません 

会長 協議費とは何かというと、説明ができない性質のものであるため企業とかに対しても

通じないのが実情です。 

事務局 金額の大きい地区もあるのですが、補助金ではなくて現物支給となるよう区長さんと

調整してもらって、刃を何枚、混合油何リットルというような請求をもらうように検

討していただければよいのではと思います。 

委員 出役ではどうですか 

事務局 賃金ということでしょうか。賃金でもいいかも知れませんが、個人への支出となり増

す。とにかく今後は協議費とか負担金というような形で現金を支払うことは困難です

ので、次年度の支出までには調整をお願いしたいと思います。 



会長 次に、以前から協議しました財産区の補助金要綱が４月１日から施行できるようにな

りました。それと財産区有林を持たない大山田地域への補助ということで事務を進め

ていたのですが、大山田地域に限定していくということは少し難しいようです 

課長 財産区予算を一般会計に繰出して支出をすることとなるため、大山田地域に限定して

補助をするということは、伊賀市の農林業関係補助金要綱との関係もあり難しいとい

うことと、大山田ではさるびの温泉の問題が大きく取上げられている中、大山田だけ

特別なことはできないということもあります。 

会長 そういうことで、大山田地域への補助金関係については時間をかけて協議をしていき

たいと思います。 

他に何かありませんか。 

なければこれで第１回管理会を終了します。 

事務局 ありがとうございました。 

 

 


