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平成２４年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理会議事録 
 
開催日時   平成２４年１０月３１日（水）午後１時３０分から午後３時４５分 
出 席 者   管理会会長、副会長、委員５名 
       村主山林管守人 
       島ヶ原支所長、振興課長、西口、坂本、山本 
       農村整備課  前川副参事 井上 
       三重県伊賀農林商工環境事務所 森林保全課 山本課長、福島、久米 
       農林振興課 木澤 
       伊賀森林組合 増田課長 
 
１．開会 振興課長 

失礼いたします。ご案内の時間となりましたので、只今から平成２４年度第２回伊賀 
市島ヶ原財産区管理会を開催いたします。会議次第第２の会長あいさつ島井会長よろし

くお願いいたします。 
 
２．島井会長挨拶 

あらためましてこんにちは。本日は、平成２４年度第２回島ヶ原財産区管理会という

ことで、管理委員さんには、秋の季節で何かとお忙しい中お集まりいただきまして有

難うございます。本日の会議におきましては、いろいろ報告事項、説明事項がたくさ

んございまして、伊賀農林商工環境事務所の担当者の方々、それから伊賀市農村整備

課、農林振興課の担当のみなさん方にご臨席いただきまして説明を受けることになっ

ていますことから内容的には少し時間がかかろうかと思いますが、実りある会議とな

るようよろしくお願いいたします。 
 それから先日の１０月１４日の財産区有林散策会におきましては、伊賀市の島ヶ原支

所の担当者の方々には、日曜日にも関わらず多数ご参加をいただきまして有難うござい

ました。４０名の参加ということで、今までに無い良い散策会でこれからの対応につき

ましてもいろんな意見や要望もこれから出されると思いますので、有難いことだと思い

ます。 
 それから、本日は、第２回ということで、私共管理会委員の最後の会議となろうかと

思いますが、この４年間私共どれくらいの力を発揮できたかわかりませんが、本日の会

議まで皆さんのご意見等充分討議いただきましてこの会議が実りあるものにしていただ

けたらと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 
３．支所長挨拶 

皆さんあらためましてこんにちは。本日は大変お忙しいところ、平成２４年度第２回
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伊賀市島ヶ原財産区管理会にご出席いただきまして、誠に有難うございます。 
また、皆様方におかれましては、日頃から伊賀市行政各般に亘ましてご理解ご協力さ 

らには、ご支援を賜っておりますことにつきまして厚くお礼申し上げます。 
 また、先程の島井会長のご挨拶の中にもございましたように、皆様方には、島ヶ原財

産区管理会条例に従って、平成２０年１２月１７日から責務を遂行していただいており

ますことに対しまして重ねてお礼申し上げます。しかしながら来月の１２月１６日を以

って財産区管理委員としての任期が満了することとなります。本当に４年間ご苦労様で

ございました。有難うございました。最後の財産区管理会となりますが、よろしくお願

い申し上げます。 
 本日の議題は、大谷地内民有林補助治山事業や林道「三国塚線」開設工事の進捗状況

の説明を県及び本庁の担当者から行いますのでよろしくお願いいたします。また、その

他の項では森林環境創造事業、財産区有地の境界確定測量等の説明及び次期の財産区管

理委員７名様をまちづくり協議会から推薦をしていただきましたので、ご報告申し上げ

ます。現在１２月議会で市長が市議会の同意を得て選任するための事務手続きを進めて

おります。それでは会議次第の順に議事並びにその他の項目につきまして、それぞれの

担当者からご説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。簡単ではございますが

開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。本日は大変ご苦労様でございます。 
 
４．会議録署名委員の指名について 
（島井会長） 議事に入る前に会議録の署名委員の指名ですが、順番で行きますと、森仲

委員と山委員を指名いたしますので、議事録が出来ましたら署名して下さ

い。よろしくお願いいたします。 
 
５．議事 
（報告事項） 
（１） 報告第１号 大谷地内民有林補助治山事業の進捗状況について 
（県森林保全課長）失礼いたします。私県伊賀農林商工環境事務所森林保全課で課長して

います山本と申します。私共の方で治山事業を担当させていただいて

おりまして、今回平成８年、９年くらいから治山整備が一応行われな

かったのですが、平成２２年から平成２３年にかけて大谷地内の調査

等を行いまして今回治山施設の整備を本年度からやらせていただくこ

とになりました。本年度につきましては、治山ダム一基ということで

計画しております。併せて森林整備の本数調整間伐等いろんな事業を

導入しながらやらせていただきたいと思っています。 
          詳しくは、それぞれ担当のほうから説明させますのでよろしくお願

いいたします。本日は、久米と福島が出席していますので、只今から
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説明させますのでよろしくお願いいたします。 
（県森林保全課） 資料に基づき、全体計画、本年度の予定及び立木の集積（ケーブル）

について説明 
治山ダムと砂防ダムの違い等の説明 

（島井会長）   先程説明いただいた中で、ヒヤリングによって優先順位が何処かへ行

ってしまうとその年はまた飛ぶ可能性がある訳ですね。 
（県森林保全課） そうですね。今回お配りさせて貰ってます計画書にも年度が書いてあ

るのですが、その順番も多少変わる可能性があります。 
（県森林保全課） それとこのような時代ですので、公共事業の予算を抑えていることも

あるんですが、五十鈴川の治山事業や関連する防災とか民生安全を担

っておりますので、昨年の紀伊半島の災害や今年の熊本の豪雨災害と

かありますと、どうしても予算がそちらの方へ流れますのでそれらの

影響を受けることがあります。 
（委員）     今説明していただいたのは大谷の河川の渓流関係ですが、この図面の

右側の谷の桂谷の関係も見ていただいたら分かるように非常に急峻な

谷となっていますので、これも並行して進めて行かないと意味がない

のではないかと思うのですが。 
（県森林保全課） そうですね隣接の谷である桂谷も一度歩かせていただいています。 
         同じように荒廃している部分があるので、計画も進めている状況では

あるのですが、桂谷の方が谷がきつく非常に狭いため進入路も容易に

つくれない状況で、ダム計画を２～３箇所くらい測量させてもらって

います。全体計画の中で副治山事業というのがあるのですが、採択基

準にあるダムの数を充たす程のダム建設ができない状況であります。 
         しかし、重要な検討課題であることは認識しております。 
         あと、森林整備は、継続的に大谷地区、桂谷地区とも治山事業による

間伐は入れさせていただいていますので、５年から６年単位で計画的

に実施していきます。 
（島井会長）   間伐の方も切り倒したままなので如何なものか。 
（県森林保全課） 今すごく問題になっていますので、置いとくことでどういった影響が

出るかということと、治山事業の場合は、出せないという状況になっ

ていますので、対策としては、切った木を等高線に並べて斜面の柵代

わりにして、上からの土砂流失防止に役立てるように施工しています。 
（島井会長）   紀州の水害も切った木が流出して川を塞き止めたので被害が出たこと

もあるのではないか。 
（県森林保全課） 間伐材だけが流れたのではなく、山自体が立木ごと流出したので同時

に間伐材も流出したということです。しかし、間伐材を出しておけば
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流出する木の量も少なくなることから、出す道を整備し出来るだけ間

伐材を出してしまうことも必要だと思います。 
（島井会長）   出来るだけその様にお願いいたします。 
（委員）      今回の工事に伴う骨材の運搬方法として、林道設置を考えているのか。

多羅尾から入る林道を考えた方がよいのではないか。 
（県森林保全課） 今回のダム計画は、ケーブルで考えています。治山事業を行うには、

道をつけるか、ケーブルで行くかの検討を行いますが、大谷の傾斜は

非常に急峻であり、上からの林道を付けるとなるとかなりの費用がか

かります。限られた予算の中で考慮するとケーブルを選択することに

なります。 
（島井会長）   確認ですが、少なくとも現在の大谷林道については、この工事完了後

には、きちっと通りやすくなるということでよろしいですか。 
（県森林保全課） 今回の工事の資材運搬に使用する道路ですので、土砂等で通れなかっ

たのですが、もうすでに通れるようにしています。 
（島井会長）   旧貯水池のあった場所でフェンスがあったところですが、補強しなく

てもよかったのですか。 
（県森林保全課） フェンスを撤去する方が問題なく通れると思います。山側を削って山

崩れの原因になるようなことを防止する必要があります。道路につい

ては、出来るだけ山すそを削って通行を確保したいと思っています。 
         ケーブル設置に伴う支障木については、治山事業の場合、民地の場合

は、立木保障の対象になるのですが、財産区は特別地方公共団体扱い

となるため、県の補償基準では、補償対象にはならないことになって

いますのでご了解をお願いいたします。 
（島井会長）   それは了解いたしますが、支障木については、有効活用という意味で

使えるようにして、欲しい人は取りにこれるように対応していただき

たい。 
（県森林保全課） 工事の契約で請負業者が支障木を伐採した場合は、林道まで集積する

ようにしておりますので検討できると思います。 
（島井会長）   １０月１４日の財産区有林の散策会では、木工とかやってる方に６名

参加していただいて、使えるものなら使いたいということもありまし

たので、そういうことも含めて運び易いところまでお願いしたい。 
（県森林保全課） ケーブルが降りて来る大谷林道の終点等にご要望のある木については

集積することにしています。 
（島井会長）   先程の間伐材のことも含めてなんですけども、出来るだけ災害の元に

ならんようによろしくお願いいたします。 
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（２） 報告第２号 林道「三国塚線」開設工事の進捗状況について 
（前川副参事）  報告第２号林道「三国塚線」開設工事の進捗状況についてご報告をさ

せていただきます。報告させていただきますのは、農村整備課副参事

の前川といいます。工事を担当しておりますのは、井上でございます。

なお、三国塚林道につきましては、平成２２年度から工事をさせてい

ただき、本年度３年目を迎えています。来年２５年は少々施工距離の

方が伸びておりませんが、完成を目指しております。 
         つきましては、森林基盤整備事業の補助率の内訳と三国塚林道開設工

事償還計画表を付け加えさせていただきましたのでご確認をお願いい

たします。もう一点三国越林道の災害についてと三国塚線の工事の発

注の手続き中で中旬頃には決定すると思います。詳細につきましては、

井上の方から報告させますのでよろしくお願いいたします。 
（農村整備課）  資料に基づき、本年度の予定について、起債償還について、伐採後の

立木利用について、三国越林道災害復旧事業についての説明 
（島井会長）   災害復旧事業の道路は通れているのですか。 
（農村整備課）  はい通れてます。工事時は、大きな工事については、ガードマンを付

けてやりますし、通行止をする工事はありません。 
（委員）     借り入れの利率はどれくらいですか。 
（農村整備課）  ３パーセントです。 
（島井会長）   ２６年以降も財産区として予定していますので、国、県の補助を受け

ずにやるとすれば、まだまだ償還金が増えて行きますね。 
（農村整備課）  補助対象事業にならないと起債は借れませんので、単独起債で行く場

合は、財政上政策的なものに持っていかないと無理だと思います。実

質的には、先の方の計画につきましては、来年度に概の状況が分かる

と思いますので、予算、延長等につきまして来年度協議をお願いする

こととなろうかと思いますのでよろしくお願いいたします。 
         今やっている農村漁村森林整備事業は、一応２６年までとなっていま

すので、２７年度以降は同じ事業となるのかは、私共も県も分からな

い状態です。 
（島井会長）   最低していただきたいのは、桧尾の池までの道を繋いでいただかない

と意味がないということで、繋がると大沢の池まで繋がることになる

ので、次の年ぐらいに計画していただきたい。 
（農村整備課）  ２６年度からしようとすると、２５年度に協議を終えないと予算が組

めない状況ですので、今の工事の終了がはっきりすればすぐ協議に入

れるようにする必要があります。  
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その他 
森林環境創造事業について 
（農林振興課）  伊賀市の農林振興課の木澤です。森林環境創造事業は、島ヶ原財産区

の南部林の熊橋地区と広沢地区で平成１４年から環境林の整備計画に

基づき実施しています。公益的な機能の高い森林でこのあたりは広葉

樹林が多く今年は受光伐の巡視等を実施しています。詳しい内容につ

いては、森林組合の増田課長から説明していただきます。 
（森林組合）   資料に基づき説明 
（島井会長）   熊橋地区の川の北側の部分をしてもらっているのですが、登記簿上は

島ヶ原村のままになっている土地で、伊賀市なのか財産区なのか分か

らない土地があります。したがって農林振興課として検討してもらわ

なければならないと思います。住民側からも問題が出されているが、

相手方が分からない状況です。 
（事務局）    平成２５年度の計画について今説明いただきました地図の熊橋地区の

青く塗った部分で平成１４年度間伐３．３ｈａについては、１０年の

歳月が経過していることから、２５年度の計画に入れていただけるよ

う要望させていただきました。 
（農林振興課）  中身的なことはまだ検討させていただいてないのですが、予算として

は、伊賀市全体で多めに要望しているところです。 
（島井会長）   予算は、市なのか財産区なのか。 
（農林振興課）  この事業の予算は、市と県の事業ですので市及び県の予算となります。 
（島井会長）   環境林整備事業の目標の中に、地域住民の憩いの場としてレクリェー

ション等、多目的に活用される森林をつくるというのがありますが、

そうであれば遊歩道を作らなければ活用出来ないのではないか。その

遊歩道は、市や県で付けるのかそうでなければ財産区でつけなければ

ならないのか。 
（森林組合）   環境林整備事業の目的達成のための作業として、除伐と遊歩道の設置

があり、これらは財産区ではなくこの環境林整備事業の中でやること

になります。 
（委員）     環境林整備事業の説明を受けたが、先日の散策会で北部山林の大体の

場所は分かったが、今説明を受けた場所を含むその他の財産区有林が

分からない状態なので今後北部だけでなく全ての区有林の場所が分か

るようにする必要があるのではないか。管理委員は、年１回ぐらいは、

財産区有林を歩く研修会をしてはどうか。 
（委員）     熊橋地区は両岸とも風光明媚なところで、この事業の趣旨からすると

遊歩道の設置が必然的なものだと思います。 
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（森林組合）   この環境林整備事業の計画期間は、２０年と長い期間なので、変更も

できます。現地を見ていただいて気がついたことがあれば計画変更の

検討をしていただければと思います。 
 
財産区有地の境界確定測量について 
（事務局説明）  島ヶ原地域の総面積の内約１９％を島ヶ原財産区有地が占めています。

内訳として、島ヶ原財産区は、北部山林約２１０ｈａ、中部山林約３

５ｈａ、南部山林約１６５ｈａの全体で約４１０ｈａを所有していま

す。現在、島ヶ原財産区有地の境界に関する資料は、法務局に備付の

公図と大正時代に作成した地図しかなく、現況と公図が不整合なため

実際の境界が確定できていません。 
          島ヶ原財産区の土地境界に精通した者（財産区森林管守人）も高齢

化が進んでいます。また、土地所有者が地元に居住しておらず、境界

について詳しい人が少なくなってきており、土地の境界がさらに分か

りにくくなってきています。このままでは、近い将来には、土地の境

界に関する情報を保全することが出来なくなってくる恐れがあります。 
          つきましては、本年度から北部山林区域の外周約１５ｋｍの境界確

定測量を実施していきたいと考えています。 
          北部山林区域は、平成２２年度に山村境界基本調査を実施した区域

で、山村基本調査では、山村の広範囲の境界情報を調査し、簡易な測

量をした上で、境界に関する情報を図面等にまとめてあります。 
          この山村境界基本調査で整備した成果をもとに、今回の境界確定測

量業務で活用することにより効率的に実施することも可能となります。 
          北部山林の境界確定が出来たら、引き続き中部山林・南部山林を実

施していきたいと考えています。 
          近年土地の権利関係、境界関係が複雑さを増しており、種々の資料

等の収集や書類作成、関係機関との調整に多くの時間と、専門的な知

識と経験を必要とすることから、伊賀市建設部においても平成２３年

度より「三重県公共嘱託登記司法書士協会・土地家屋調査士協会」に

測量業務を含めた登記事務の一部若しくは大半を委託している状況で

あります。つきましては、今回の当業務におきましても「三重県公共

嘱託登記司法書士協会・土地家屋調査士協会」に業務を委託したいと

考えています。本年殿委託期間については、平成２４年１１月から平

成２５年３月までとなっています。 
（委員）     費用は、財産区の支払いになるのですか。契約は、どうなりますか。 
（事務局）    財産区の費用となります。契約は、単価契約です。 
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（島井会長）   面積測定をするとかなりな費用がかかるから、今回は境界測定だけで

すね。 
（事務局）    境界確定業務だけです。今年度は、もう１１月ですのであまり出来ま

せんが、来年度は、年度当初からやって行きたいと思います。 
 
次期財産区管理委員について 
（事務局）    島ヶ原財産区管理委員の任期満了に伴う次期委員の改選については、

伊賀市自治基本条例に基づき、伊賀市と島ヶ原地域まちづくり協議会

との協定書第３条に基づきまちづくり協議会から、資料４のとおり７

名の推薦をいただきましたので報告させていただきます。 
          なお、市の政策、法務審査委員会で審査をいただき、審査結果を受

けまして、平成２４年１２月市議会の本会議の初日である１２月４日

に上程し、同意を得て、市長が任命する予定となっています。 
          後になりましたが、本年の１２月１６日で任期満了となる管理委員

の７名の皆さんにおかれましては、４年間の長きに亘りまして、島ヶ

原財産区の運営に格別のご尽力をいただきましたことにつきまして厚

くお礼申し上げます。有難うございました。 
閉会 
（島井会長）   ４年間ご尽力いただきまして有難うございました。会議は今日で最後

でございますが、一応１２月１６日まで任期がございますので、もし

万一何かありましたら、お集まりいただかなければなりませんが、何

も無ければこのままこの場が最後となり、私会長の退任の場、皆さん

の退任の場となろうかと思います。今後は、財産区の一区員として意

見を出していただける団体なり、集まりのリーダーとなっていただけ

るようお願いいたします。私もまちづくり協議会の産業生活部会を担

当していますので、また財産区散策会を共にやって行くことになろう

かと思いますのでよろしくお願いいたします。どうも４年間有難うご

ざいました。 
（事務局）    有難うございました。これをもちまして第２回伊賀市島ヶ原財産区管

理会を終了いたします。有難うございました。 
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平成２４年   月    日 
 
議事録署名 
     （会  長）                        
 
     （署名委員）                        

 
（署名委員）                        

 


