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平成２７年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理会会議録 

 

 

開催日時  平成２８年２月２３日(火) 午後１時３０分から午後３時２５分 

出 席 者  管理会会長、委員６名 

三重県伊賀農林事務所 森林保全課 南課長、古閑、藤本 

農村整備課 中森、秋元 

㈱メルシー代理人 中塚 道山 

風早島ヶ原支所長、池本振興課長、森岡主幹、杣井嘱託職員、 

山本臨時職員 

 

 

１.   開会 振興課長 

定刻となりましたので、平成２７年度第 2回伊賀市島ヶ原財産区管理会を開催さ

せていただきます。開会にあたりまして風隼会長からごあいさつを賜ります。 

 

２. 会長あいさつ  

皆さんこんにちは、平成２７年度第 2回伊賀市島ヶ原財産区管理会にご出席賜り

まして誠にありがとうございます。 

ご案内のように伊賀地方に春を呼ぶとされる伝統行事であります観菩提寺正月

堂の修正会も無事滞りなく終わりましたけれども、朝夕の気温が低くいまだ春遠か

らじという感を強くしております、また、インフルエンザも伊賀地方で流行してい

るようでございますので、体調管理に充分ご留意賜りたいと思います。 

本日の議事は報告事項４件、同意事項３件が提案されますので、ご審議の程よろ

しくお願いを申し上げます。 

   

(事務局) ありがとうございました。会議次第３の支所長あいさつ、風早支所長よ

りごあいさつを申し上げます。 

 

３. 支所長あいさつ 

今日は大変お忙しい中管理会にご出席いただきましてありがとうございます。ま

た、先般急きょではございますけれどもまめの館の対応についてお集まりいただき

ありがとうございます、その経緯につきましてもこの報告の中でさせていただくと

ころでございますので、ここでは割愛させていただきます。さきほど会長からもご

ざいましたように寒さも過ぎつつあるのかなというなかですけれども、私たちの職

場のなかでもインフルエンザで休んでいる職員もおります。島ヶ原支所にはおりま

せんが本所の方ではそういう者もおります、そんな中ですので皆様方ご自愛いただ

きたいと思います。また、先日のメガソーラーの話につきましても、今後各区であ
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ったり、財産区は所有者として方針を決定いただく時期も来るかとおもいますので

またご議論いただけたらと思います、今後ともよろしくお願いします。 

 

(事務局) ありがとうございました。それでは議事の方に移らせていただきます。

議事進行につきましては、伊賀市島ヶ原財産区管理会条例第５条第２項に基づきま

して、風隼会長の方でお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 

(会長) それではただいまから会議を始めさせていただきます。委員の皆様には議

事の円滑な進行につきましてご協力を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたし

ます。 

本日の出席委員は全員７名でありますので会議は成立をいたしております。 

 

４.  会議録署名委員の指名について 

(会長) 会議次第の４会議録署名委員の指名につきまして、議事録に署名いただく

お二人を私からご指名申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。それではた

いへん恐縮でございますけれども今回は、西中委員さんと増尾委員さんにお願いし

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

(委員) はい。 

(会長) それでは、お二人の方には後日会議録の署名をお願い申し上げたいと存じ

ます。 

 

５.  議事 

(報告事項) 

(会長) それでは、会議次第の５議事に入っていきたいと思います。報告事項、報 

告第１号大谷地内民有林補助治山事業の進捗について、県農林事務所森林林業

室から説明をいただきたいと思いますよろしくお願いいたします。 

 

(１)報告第１号 大谷地内民有林補助治山事業の進捗について 

(県森林保全課) それでは県伊賀農林事務所から説明させていただきます、私、森

林林業室の森林保全課長の南と申しますよろしくお願いします、それから課長

代理の古閑と担当の藤本の３名でございます。資料の中で治山事業を説明させ

て頂きたいと思います、カラー版の地図が１枚目にあると思います、民有林補

助治山事業年度別計画平面図で、これまで島ヶ原の大谷地内で実施継続中です

が、計画や実績が示してございます、緑の枠で囲んであるのがすでに施工した

もの昨年度までに施工した治山のダムであるとか山腹の位置図です。現在２７

年度に施工中は赤い枠で真ん中あたりにＮＯ４治山ダム工（コンクリート）と

書いてありますがこれを施工しております。それから来年度の計画ですが黄色
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い枠で囲んだやや下のほうにあるところで、ＮＯ１治山ダム工（鋼製スリット）、

今年ＮＯ４で来年ＮＯ１これは下流から若い番号で進んでおりまして、施工す

る都合で４番をやったり１番をやったりと、飛んだりしておりますがよろしく

お願いします。１枚めくっていただきますと今年度の設置場所につきまして、

中に重機が入っていくのには困難な場所ですので、ケーブルを張りまして施工

しております。滋賀県側の林道から入っていきまして池の近くからケーブルを

現場近くまで張っています。この図でいいますと上から下に向ってケーブルを

張っています。この青い線が川で、その途中に赤い三角マークが現在施工中の

谷止工の位置です。もう１枚めくってください、これは施工前の写真で真ん中

に谷筋がありましてそこの渓岸で侵食がみられておりますのでそこの山脚を

固定しまして山腹崩壊を未然に防止するということで赤い線のところがダム

の一番上のラインになりますが、この位置にダムを設置するという計画時の写

真です。もう１枚めくってください、現在だいぶ工事が進みましてこの写真が

２月１２日の写真です、１０日ほど前の写真ですのでもう少し上まで進んでお

ります。コンクリートの工事としましては９割方進んでいるところです、後こ

の両脇をもう少し加工したり等工事が残っております。今年度の事業ですが、

順調にいけば今年度３月いっぱいで終わる予定ですが、これからまだ雪が降る

かも分かりませんし、やや４月に入った位まで安全をみて工期を延ばそうと考

えております。それも予定ですのでさらに延びることも考えられますけれども

現在順調に進んでおりますので、まあまあ終わると思います。次めくっていた

だきますとこれが現在のケーブルを張っている状態です、この赤い線のとおり

張っております。もう１枚めくってください。次に来年度の事業について説明

いたします、先ほどの平面図の下流の位置にこの赤いラインのとおりダムを１

基設置したいと思います。この上流に、一番下に書いてありますが洪水時に上

流から流下する流木を捕捉する目的で、上から流れてきた倒れた木をそこで捕

らえるということでダムを設置したいと思います。もう１枚めくってください。

このように倒れた木がありますのでこれらが大雨で下流に流れる恐れがあり

ますのでダムの位置で食止めて、さらに流れて大災害になるのを防止したいと

考えております、この工事については以上です。次の事業に移る前にもう 1

箇所治山事業で市から要望をいただいておりまして、資料がないのですが観節

地内で場所的には三国越林道の真ん中ぐらいで道より南ですが、斜面が崩れま

して災害があったということで、市から要望を受けまして、その工事を工法を

検討して県庁に対してヒヤリング要望を上げているところです。もう少しした

ら工法も確定していけると思います。現在のところ法枠工ということで縦横の

白い囲いで山腹に工事をして斜面を押さえて工事をしようと考えております、

大谷地内でも２４年山腹工、この図面の真ん中辺一番下から３センチぐらいの

ところあります山腹工でも似たような工事をしております。 

   それでは、みえ森と緑の県民税事業について説明したいと思います。こちら
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は平成２７年度事業で春早々から実施いたしておりまして秋ぐらいに工事が

終わりまして完成しました。写真区分が着手前及び完成写真となっております

がすべて完成写真です。この一番上の写真の左側に渓流がございますが、ここ

らにも倒木が折り重なったりしておりましたがそれらを除去しまして、山の斜

面につきましても痩せ細った枯れそうな木が多数ありましたので、間伐本数調

整伐で、すっきりさせまして山の地力を大きくしまして健全に立木が育つよう

に工事をいたしました、そしてこのように完成いたしました。次に平面図です

が赤いところが山の斜面の調整伐を行いまして、渓流沿いの薄い水色のところ

につきましては、倒れこんでいた危険木を除去しました。先ほどの治山ダムは

この左上で現在実施しているところです、県の事業としては以上で終わります。 

(会長) はい、ありがとうございました。 

ただいまの報告に対して質問等ございましたらお願いします。 

私から一点よろしいでしょうか、森と緑の県民税事業の関係で島ヶ原地内で

２箇所あったと思うのですが、もう１箇所はどうなったのでしょうか、たしか

桂谷だったのではないかと。 

(県森林保全課) 桂谷は平成２６年度に実施しております、大谷は今年度です。 

(会長) 大谷は今年度でこれで２件目ですか。はい、わかりました。 

  他にございませんでしょうか。 

(委員) ちょっと教えてください、ダムが今年中に完成しますと何年か経つと土石

で埋まってしまいますが、何年位の計画ですか。 

(県森林保全課) 計画では１年です、次の年に大雨、台風で発生した土砂でいっぱ

いになる想定をしておりますが、実際はもう少しかかると思います。 

(県森林保全課) 建設事務所が作る砂防ダムとは考え方が違いまして、治山事業の

多くのダムにつきましては後ろ側、上流側に土が溜まることによって安定して

山肌を固定させるという考え方です。 

(委員) そういうことですか。 

(会長) よろしいでしょうか、ありがとうございました。 

   それでは続きまして報告第２号林道「三国塚線」開設工事の進捗について、

市産業振興部農村整備課より説明をお願いしたいと思います。 

 

(２)報告第２号 林道「三国塚線」開設工事の進捗について 

(農村整備課) 工事を担当しております農村整備課の中森と秋元です。 

それでは、三国塚林道開設工事について説明させていただきます。一枚めく

って頂いて三国塚林道開設工事計画書を見ていただきたいと思います、左側に

実施年度といたしまして平成２１年度から２８年度以降まで一覧表に書いて

ありまして現在行っている工事としましては下から２番目の平成２７年度三

国塚林道開設工事（Ⅵ期）1,300 万円の工事を現在施工中でございます、予定

としましては３月中に完成の予定をしております、残事業としまして平成２８
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年度以降 2,700万円の事業費が残っておりまして国の方に要望しているところ 

です。１枚めくっていただきまして、施工計画図です、全体延長１，８００ｍ

の中で平成２７年度のところＬ＝８０ｍ赤色で書いてあるころです、残りとし

ては青色平成２８年度以降Ｌ＝１８０ｍとなっており、この箇所についての現

在の工事は木の伐採は行っているのですが、造成等の工事が２８年度以降に残

っております。先の資料につきましては場所ごとの詳細な路線図となっていま

す。４枚めくっていただきまして、青色の箇所が完成しており、赤色の箇所で

平成２７年度実施予定区間８０ｍ、この間につきましてはコンクリート舗装以

外の工事についてはすべて今年度で完成でき、№８０以降の平成２８年度以降

実施区間につきましては来年度以降の予定となっております。国の方に要望し

ている額が 2,700 万円ですが、実際につくかつかないかは４月以降にならない

と分からないもので、残り 1,000万円しかつかなかったとなれば２９年度以降

になってきますのでお許し願いたいと思います。以上で終わらせていただきま

す。 

(会長) ただいまの報告に対して質問があればお願いします。 

平成２８年度以降については計画としては 2,700 万円挙げているけれども、

国の助成金の予算取りによっては可能か、また先延ばしになるか現在のところ

ではまだ不確定ということですね。 

(農村整備課) 工事の量としましては、平成２８年度で充分完成する金額になって

いるけれども、予算のつき方によって次年度へ続いていくかもしれない状況で

す。 

(会長) 予算によって計画どおりにいかない場合もあるということですね。 

よろしいでしょうか、それではありがとうございました。 

続きまして、報告第３号財産区有林境界確定業務の進捗について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

(３)報告第３号 財産区有林境界確定業務の進捗について 

(事務局) 境界確定業務の進捗について説明させていただきます、資料に地図をつ

けさせていただいております。平成２４年から境界測量と境界確定を進めさせ

ていただいております。平成２７年度につきましては、左側の小山川の終点あ

たりの山、観節といわれているところから滋賀県境まで昇りまして、次に滋賀

県の多羅尾カントリー旧上野市の境、地図右端から中矢方面へ下りまして、ま

た大沢池へ戻ってくるルートの２箇所測量させていただいております。現在の

時点で約２.９ｋｍ測量ができております。２月３月であと約５００ｍ測量で

きる予定です。確定につきましては、今年度は行っておりません。次年度以降

に財産区の反対側の地権者を確認のうえ出来る所から進めていこうと思って

います。簡単ですが説明については以上です。 

(会長) ただいまの説明に対し質問ございますか。 
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一点だけ教えてほしいのですが、境界測量の確定業務済みと境界測量済みと

はどう違いがあるのですか。 

(事務局) 境界の反対側の人に来ていただいて立会いを済ませてあるのが確定済

になります。測量はしてあるが相手側と立ち会いが行われていないということ

です。 

(会長) その違いということですね。全体的に言えば北部林の一部分ですがあと中

部林とか南部林とかありますね、その辺の境界測量の作業というのはまだ済ん

でないでしょう。 

(事務局) 中部林と言われているところは、区有林は点在しております。境界立ち

会いができるかというのが難しい部分があると思います。こちらの思っている

場所で測量はできると思います。でも確定までいくとなると相手側が今太陽光

の関係でほとんど岡久さんが所有しているところと思いますので確定まで行

けるか分かりません。 

(会長) 今質問したのは、メガソーラーの設置場所がそこにあたるので境界確定は

どうなっているのかなということです。 

(事務局) 測量業務につきましては、目印の杭がゴルフ場建設予定の時代に打って

ありましたので、管守人の村主さんも分かってくれておりましたので、それに

沿った測量は相手の業者にさせてあります。測量図はお見せ出来るのは可能で

す。確定業務までは至っておりませんが測量は出来ております。 

(会長) それは相当前ですね、飛島建設に売却したころの話でしょ。 

(事務局) 測量はつい最近です。太陽光を設置するということで事業地内で２箇所

行っております。 

(委員) 太陽光パネルを設置するとなるとそのままで契約は可能ですか。 

(事務局) こちらはそのままで契約をということで進めております。先方は飛島建

設から買っておりますので、飛島建設という確認させてくださいと言っており

ます。こちらは飛島建設と立ち会いは済んでいると思っています。昔からの図

面とほぼ一致しております。 

(会長) はい、分かりました。 

つづきまして、報告第４号健康づくり棟検討会の結果について、事務局から

報告をお願いします。 

 

(４)報告第４号 健康づくり棟検討会の結果について 

(事務局) 失礼します、健康づくり棟検討会の結果でございます、１月１９日、２

９日の２回に亘りまして委員さんに検討会を進めていただきました、その中で

健康づくり棟の一部支援ということでお願いをさせていただきました。その中

でまちづくり協議会の方にも同意が必要ではないのかということで、まちづく

り協議会の会長にお話をさせていただいたところ、公社の理事会が２月１０日

にあるということで、公社の方で受け入れるかどうか、不足するものがあった
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としてもどうか協議していただきました。その結果賛成反対あったわけですが、

最終的には公社のほうでまめの館健康づくり棟を条件付ですけれども、１年間

の実施を了解されたということです。まめの館のことにつきましては利用者の

方からも要望もでておりましたので、その要望者に対してある程度決まったこ

とを伝えさせていただく場を持たせていただきましたところ、利用者の方から

は、料金であるとか、時間であるとかご意見をいただきましたので今後参考に

して、公社の方にあらためて話をさせていただくことになります。 

料金につきましては、中々難しいところもございまして、使って頂く方とし

ては当然低い料金で設定を望んでおられます。市側につきましては採算した中

での料金設定しているのですけれども、料金を上げるか、安くして利用者を増

やすか今後１年間様子を見ていくということで了解を得ておりますので報告

をさせていただきます。 

(会長) 以上ですね。ということは、結論から言うと、期間限定、１年間に限って

公社の方で受けるということですね。それを継続して２年、３年する話ではな

いということですね。 

(事務局) いまのところ、平成２８年度については、条件付で様子を見ていただけ

るということで。利用者については、それ以降の継続の話もありましたので、

今現在のまめの館の状況については、普通財産でありますので、それに対して

予算をつけていくとか平成２８年度の予算にしても付けるという行為はでき

ませんので、平成２９年度以降については関係する介護保険とか介護の方とか

健康づくりとかそういう事業の中で事業経費の応援をして頂ける可能性があ

るならば、それを見て要望をさせていただくことも可能かと思っています。 

(会長) 検討会の時に出ていました営業時間の短縮とか、利用料金の改定であると

か、人件費削減も含めてかなり合理化をした中でさらに赤字が見込まれるとい

う説明がありましたよね。その金額はともかくとしまして、そういったことも

含めて公社の方で１年間については面倒を見るという理解でよろしいでしょ

うか。 

(事務局) 話のなかでは試算しても不足となる金額が発生してきます、そのことも

お伝えさせて頂いた中では、１年間不足した場合は今の剰余金の方で対応をさ

れると聞いております 

(事務局) 推計しているんですですけれど、推計するについて、その根拠となるも

のがないんです、これ位の料金にしたらこれ位の人数になるだろうとか、その

根拠づけが難しくてスタートをきってみないとわからなという部分がござい

ますので、何とか１年間それを検証するという意味でもやろうと言っていただ

きました。 

(委員) 営業時間も決まっていないんですか。 

(事務局) 公社の方としては、推計するのにこんな時間帯、こんな曜日というのは

でているんですが、それを最終確定させるとなれば、利用者の代表の方とも話
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しを詰めて、それでよしという段階まで持っていきたいと思います。こうなり

ましたというお知らせする段階ではありません。 

(会長) 財産区の管理会ではその程度しておきましょう。それ以上立ち入る必要は

無いと思われますので、今の報告で受け止めておきたいと思います。 

  それでは、つづきまして同意事項に入らせていただきたいと思います。議案第

１号貸付地の処理についてを議題といたします、事務局説明をお願いします。 

 

(５)議案第１号 貸付地の処理について 

(事務局) 資料４の貸付地の処理についてでございますけれど、㈲メルシーの代理

人である中塚さんの方でご説明をお願いしたいと思います。 

(中塚) はじめまして中塚です。隣におります道山さんの経営されていた工場を買

受けした会社が㈲メルシーという会社で、㈲メルシーという会社は社長は不動

産のことはあまり詳しくない人なので、代わりに個人的に物件を管理している

ものです、中塚といいます。今日は㈲メルシーの会社の社員ではないですけれ

ども、会社からこの会に出て説明して話し合いをということで委任されて来さ

せてもらいました。私も大阪と伊賀と両方で仕事をしておりまして、伊賀に住

所があります、大阪でやっている社長なのでこちらのほうの管理は任されてい

るそういう立場で管理しております。それで今回の道山さんとこの伊賀市の工

場のところの横が財産区の土地で、借地で借りておられたということで、振興

課のほうから現状回復して返すようにと言われている中で、道山さんも今は廃

業されている状態なのでどうしょうもないと。でも市役所の方はなんとかして

ほしいと。われわれも知らない話といえば知らない話なんですが、あの工場を

買った立場上ほっとく訳にもいかないし、協力できる範囲のことは協力して問

題解決を図れたらと思って来させてもらっております。 

ここにおられる皆さんがどの程度まであの土地について認識を持っていた

だいているかわかりませんが、資料については少し言葉がきつくなってしまっ

たんですが、自分が把握できている事実関係だけ書かせてもらいました。今ま

でこの数分間に話したことと重複することもありますけれども、現状回復をし

なければならないけれども出来ない、㈱道山が。市役所としてはきれいにして

返してもらわないとあかん。山にして戻すとか設置物を処分して返してほしい

ということは前回１月に訪問したときに聞いたので、なんらかの解決策はない

かと言う事で来させてもらっています。 

その解決策というのは、今の借地になっている部分を、今回その土地がなく

てもうちの方の工場としての利用はできるのですけれど、道山さんも困ってお

られるし、市役所の方も困っておられたので、それならばもし価格が合うので

あれば譲受して、現状回復を誰がしなければいけないとかいうことを無くす、

それが今の一番いいやり方なのかなと思ったりして価格があえば買い取らせ

てもらってもいいのかなというふうに思って来させてもらっています。 
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(会長) 事務局、これ面積は何平米位あります、 

(事務局) 現在の貸付地は 477.10 ㎡あります。資料の４枚目に付けてくれてある

のが貸付地の契約のものです。 

(会長)  477.10 ㎡ですね。で地目は。 

(事務局) 評価は宅地になっています。本来の地目は山林です。 

(会長) 今のご説明を承っていると、条件があえばというお話があったのですが、

条件があえばというのは、山林と宅地では評価額がかなり変わるのではないで

すか。 

(中塚) 変わると思います。 

(会長) 当然ですね。 

(中塚) こちらも予算のことがありますので、高ければ買えないということもおこ

りえるし、まあ価格が合えばとしか言うことができないんですが、島ヶ原の件

で、本庁の管財課の方に電話で聞くと、仮に管理会で OKが出たとして、あか

んと言われたらそれまでと聞いているんですが、今日こちらの方に説明に行っ

て、OKだと言ってくれた段階で、島ヶ原支所に、払い下げの申出書というか

申請書を出して、市役所と提携している鑑定士が入って値段を決めてくれると

いうことまで聞いています。その値段を見て、べらぼうに高ければこちらも厳

しいし、まあ、そこそこで落ち着くのであればそれでいいのかなというところ

で、とりあえずその値段を見せてもらって最終決めさせてもらったらいいのか

なと、一つ聞いていたのは、宙ぶらりんというか、値段を聞いて、高いから止

めようということになったときに、そこまでの掛かった費用ありますね、たと

えば鑑定士さんの事務手数料といいますか、鑑定費用ありますね、それらは、

きっちり金額覚えてないんですが５万円から６万円位掛かると聞いていて、そ

れは当然あんたところが払えよと、それはそうやなということは、一月ほど前

に本庁の管財課の方にこんな状況になっているのやけれどという中で、説明は

聞いているんですけれども。一応こちらで今日もしオーケーがもらえるなら、

申請書を出して、鑑定士さんに評価出してもらって、それでこちらの予算でで

きる範囲であれば、それで進めていきたいと思いますし、それがぜんぜんだめ

な数字であれば考えなあかんしと思っています。 

(会長) はい、大体意向といいますか、状況はわかりました。 

(中塚) 説明が上手にできてないかもしれませんが。 

(会長) ここで即決ということはできませんので。検討させてもらいたいと思いま       

  す。 

(中塚) はい。まあ、今なぜこの話になったかといいますと、道山さんも仕事を廃

業されていることもあるし、現状回復の中で、一部コンクリートの構造物が埋

まっているので、これを撤去せよとなればたいそうな工事になるし、コンクリ

ートの浄化槽と聞いているんです。僕も聞いて浄化槽と思うんですが、結局道

山さんのものではないんです。道山さんが工場を止められたあとにテナントで
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入った者が勝手に据え付けたんです。 

(会長) そうなんですか。 

(中塚) そうなると、市からしてみたら、道山さんに貸したんだから、道山さんが

きれいにして返してくれたらいいがなというのは、これは僕は正論やと思うし。

道山さんにしても人のものを壊して撤去するということは、好いか悪いかとい

えばそれはちょっと出来ないと思います。その人に許可もらってやればよいや

ないか、又その人にさせば好いやないかということになるんですが、その人ち

ょっと連絡の付かないところにいるんです、そういうこともあって現実にその

人とやり取りをして撤去してくれとは言えない状態になっていて、㈲メルシー

がなんとか予算の範囲で引き取ることができたら、少なくとも、島ヶ原支所と

道山さんはこの件から逃れられると。当事者としては㈲メルシーと新たな買い

受け予定の会社と道山が貸した福祉の会社との話合いで済む話で、もう皆さん

の手を煩わすことが無いという現実的な解決策としては○かなと思っている

のです。第３者が噛んでる、第４者かな、まったくここにいない者も絡んでし

まっていて処理の仕方として厄介かなというところもあって、こういう提案さ

せてもらっている次第です。うちとその方との話合いになったらそれはそれで

避けてくれよと、放棄してくれという形でなんらかの解決策は１対１の話で出

来るんですけれど、市の土地に乗ったままになってしまうと皆をまきこんで、

ああでもないこうでもないとやらないといけないのでそういう関係者を減ら

すという意味でもいいのかなと思っています。ただその方とは会ったことがな

いので最後どうなるかは分からないけれども、それはそれとして民民の話で落

ち着けることができるのかなと言うふうには考えています。そういう背景も一

部あり、他人が絡んでいるということで、その方とは今会えない状況であると、

会ったところでそういう方なのでなんとなく結果は見えているのかなという

気がします。 

(委員) ㈲メルシーさんはどんな事業をされているのですか 

(中塚) おもに賃貸マンションを持っていたりとか、そんなに大きな会社ではない

です、代表の浅野さんは本職は工務店です、ですから建物のことはプロなんで

すが、地面のことはあまり分かってないので、それで地面の問題は、僕が来て

いるということです。 

(委員) その工場で何かされているの。 

(中塚) 今日もその話は出ると思ったんですけれども、今現在使っているのかと言

ったらきちっとした使用というのは決まってないんです。ただ、道山さんが持

っていたときから、㈲メルシーが購入して３年目になっていると思うんですけ

れど、もともと入っていたテナントさんらは全部出て行ったという形になって

今は空いている状態。㈲メルシーの社長が知り合いの方から荷物を一時置かし

てくれということがあって、仮置きで一部機械とか、僕もわからないんですが

専門的なものは。その設備機械とかそういうものが仮で置いている状態です。
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それをずっと倉庫として使うのかといえばそうではなくその設備をどこかの

工場に持っていくことになると思っているんです。その上でその工場を誰かに

貸すとか誰かに売るとかはその後の話なのかなと、で今回のこの話もきれいに

整理できていないうちは、売ったりとか中々次の人も困ると言う話でそういう

状態だと思います。貸すか売るかまだ決まってないです。自社で使用するとい

うのは少し低いです。幸い倉庫が三つ四つ分かれているので、一つは自分とこ

ろとして使う可能性はあると思いますが、全部というのは今の事業の展開から

行くと全部というのはなかなか製造業をやっているわけではないのでないと

思います。 

(委員) 倉庫として登録されてる訳ではないんですね、仮置きということで。 

(中塚) はい、置かしてくれと頼まれたみたいで、別に好いよということで、一旦

仮置きで置いている状態です。 

(委員) 何を置かれているか分からない。 

(中塚) 生産設備の何処かの工場が閉鎖して、その設備を廃棄したりする中で使え

る機械であったので、こっちへ持ってきて一時保管している又その製造ライン

に使えるところがあったら次に展開していく考えを持っていると聞いていま

す。場合によったらこの島ヶ原の工場でする可能性はあると思うんですけれど

今のところそこまで分からないです。いわゆる生産設備を何処かの工場で使っ

ていた中古のものをいまバラバラにして持ってきて置いてあるそんな状態だ

と思います。 

(委員) 課長、市の方はどのように考えてます。市の土地だから、われわれどうだ

といわれたときに返答するだけであって、今の段階で、さあどうしましょうと

いう答えはだせないんで、市の方はどんな考え方です。 

(事務局) 市の方は財産区の持ち物ですので、この中で協議をいただいてとは思っ

たんですが。 

(委員) 議案第１号って書いてあるけれど、処理についてという形だけであってど

うしょうという市からの要望がなにも書かれてないから。 

(事務局) 売るとなると、財産の処分になりますので同意が必要になってきます。

ですので今回同意案件とさせていただいてあります。管理会の中で売る売らな

いを決めていただかないと次に進めない状態です。ここの土地を財産区として

持っておくのが徳なのか、必要ないと考えるのかという意見を管理会で決めて

いただいて後事務手続き、もし売却するのであれば、先ほど中塚さん説明して

くれたように不動産鑑定をかけて単価をだして売買契約を決めて、もう一度同

意ですね。本当に処分しますよと言うような同意が必要になってくると、不動

産鑑定にもかけられない状態で中塚さんのところも値段が分からない中で、は

い買いますと言えないと言っておりますので、財産区としては処分していいの

かどうかということを決めていただけたらと考えております。 

(委員) そういう意味のことを少し付け加えておいてくれればもう少し意味が分
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かったかなと思んだけど、なんとなく同意を求めるというだけで㈲メルシー側

の意見書だけの形で分かりにくかった。 

(中塚) これは、指導いただいた時に元々は買受するというタイトルで書類を起こ

してほしいと言われたんですが、買受すると言いきれない部分もあるし、なく

ても工場をやっていけるところもあるから、最終言いたかったことは買うこと

で解決しましょうと言うことなんですが、買取を前面にだしてもうちとしては

ちょっと荷が重い部分があって、僕の案で貸付地の処理のタイトルで書類を作

らせてもらってもいいですかということで、やりとりさせてもらって、書類作

ったことなかったので、ただタイトルは、森岡さんサイドでは買取についての

協議の書類にしてほしいと依頼があったんですが、こちらとしてはちょっと買

うとまでまだ言い切れないところがあったので、またどちらかというと立場上

どうしてもほしいというのであれば売ってくださいと言って終わりのことな

んですが、道山さんの絡みでこの問題に関わってしまったというのがあって、

全体の話でいうと貸付地をどうやって最後くっつけるのかということがあっ

て、こういう書面に書かせてもらったのはそういうやり取りがあったと言うの

だけホローさせてもらえたらと思います。 

(会長) はい、わかりました。管理会条例第９条に該当する事項ですので、当事者

席を外していただいて、各委員の意見を集約して、同意するかしないかを決し

たいと思います。 

説明者退席 

(委員) 契約違反では。 

(会長) これは、㈱道山の契約不履行やな。 

(事務局) そうです。 

(委員) 貸付のときに条件ついてるはず、使い終わったら現状回復という条件は。 

(会長) 当然入っている。 

(委員) であれば、㈲メルシーが単価が合わなかったら要らないといっている、自

分ところは要らないと。 

(会長) 有っても無かってもよいと。 

(委員) 安ければ買いましょうということや。 

(委員) ただ、あそこの真ん中に木を植えましょうかと。土を入れて山を作って工

場のど真ん中へ木を植えましょうと言ってもしょうがないわけや。 

(委員) 浄化槽が入ってると。 

(委員) 全部が浄化槽ではない。 

(委員) その分取らないといけない。 

(委員) 後から浄化槽作ったんやろうか。 

(事務局) この図面についてます赤で囲んであります道山の字位のところ真上ぐ

らい、ここに浄化層が入っています、赤の真ん中辺りのところに合併浄化槽が

入っています。 
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(委員) 合併。 

(事務局) 合併浄化槽、大きい図でいえば細いところです、この突端のところに多

分井戸が掘ってあると思います。 

(会長) 井戸は知っているが、浄化槽は知らない。 

(事務局) 私らも浄化槽は気がつかなかったです。道山さんが建ててある工場と山

川さんが貸しているところにも工場が建っているんですがその間が通路状態

になっていて、いつの間にか舗装されていたということです。なおかつその中

に道山さんの知らない間に合併浄化槽を埋めてあったということです。 

(委員) コンクリート製の。 

(事務局) 多分、上から見るだけで浄化槽の蓋だけしか確認できません１０人槽か

なと思うんですが、わかりませんもので。 

(会長) それで、現実的には現状復帰が不可能、結論から言うたら。㈱道山は逃げ

てしまっていない。㈱道山に財産区としては貸付している、それが破産して競

売に掛かってこれを受けたのは㈲メルシーでしょ。㈲メルシーからとったらそ

んなこと知らん話で、ほっといたら財産区として何の価値も生まれない。 

(委員) 民法上は引き継いだら㈲メルシーが受けるのか。  

(事務局) ㈱道山との貸付契約です。転貸しは出来ない条項になっています。 

(委員) そういう条項になっているわけですか。 

(委員) その貸付金関係の履行は全然されてないんですね。 

(事務局) 貸付料は払ってもらっています。 

(会長) 貸付料はいつまでの分を貰っているの。 

(事務局) 去年の７月から今年の７月まで１年分です。去年の７月で２０年契約が

切れたんです。それでそのまま道山さんも動こうとしないし、㈲メルシーもそ

れを買いたい、貸してほしいというようなことを言ってこないので、道山さん

に対して一体どうするのということをこちらから問いました。まだ㈲メルシー

が何に使いたいか決まってないんでそのままです、ということでしたので、そ

れではだめですので１年契約でもして結論を求めてくださいと指導して、１年

契約をしました。 

(会長) それでは、２７年の夏までは、貸付料として入っているのですか。 

(事務局) ２８年７月満了までの貸付料が入っています。 

(委員) ㈱道山が現状回復しなかったら、契約不履行ということや。 

(事務局) そうです。 

(委員) そうやな。 

(委員) かと言って、㈱道山はその能力はない。 

(会長) だから、財産区としては、㈲メルシーというのは何も関係ない。極端に言

えば。 

(委員) そうやな。 

(会長) 貸付先は㈱道山であって、㈱道山が契約不履行をしている訳であって市に



 

14 

 

対して、金は払ってるからまだ放棄はしていない。ただ現状復帰するについて

は金がない。 

(委員) 金を払ってくれているということは、返してきていない訳やから契約不履

行でもなんでもない。 

(事務局) とりあえずは。それで契約を完遂させるための猶予期間です。 

(委員) そのまま契約が続いていると言う考え方で。契約を新たに新しい企業とす

るか、売却するかどちらかやな。そういうことやろ。 

(事務局) そうです、そうなるんですがおそらく契約更新というのは㈱道山はしま

せん。㈲メルシーが借りるかと言いますと、先ほど説明したように持っていて

も仕方がないという言い方をしていますので借りる気があるかわかりません。 

(委員) なるほど、借りる気がなくて、契約が切れましたと、財産区としてあの土

地を山に戻そうということになったらおかしくなるやろな。 

(事務局) 合併浄化槽が残るから。 

(委員) 合併浄化槽はそんなに大きなものではないでしょう、多分。 

(事務局) 多分大きくはないけれども撤去となれば廃棄物です。 

(委員) そのまま置いておいて前に木を植えるとか。 

(事務局) それでいいのなら、㈱道山も出来ると思います。基本は契約書にあると

おり使用しないものは撤去です。合併浄化槽は置いておきます、そこへ木を植

えますというのは指導できません。 

(委員) そうですね、そしたら管理会の意味はないで。 

(事務局) 管理会というか、行政として認められません。使わないので引き抜きだ

けして砂を入れて処分して、はいオーケーですとはいえません。浄化槽に流れ

て込むのから止めてもらって、浄化槽は撤去、穴を開けるかなんなりをしてき

ちっと清掃して使えない状態にしてもらうと。 

(委員) 底を抜けと言う形になるやろう。 

(会長) ㈲メルシーの代理人の言い分を聞いていたら、相場があえば買ってあげて

もよろしいという言い方やから。 

(事務局) 値段を出すのは鑑定士なんで、幾らになるか。山林と宅地では値段にか

なり差が出てくると思うので。 

(会長) 財産区としてこのまま持っておいても何の価値もない訳やから。現状復帰

しないのやから。仮に現状復帰して木でも植えて売るとなれば 50年、60年先

やで、杉や檜が大きくなって売却できるかもわからんけど。 

(事務局) 道路法面の残地が残りますね、今買おうとしているのは工場との間の貸

付地であって。 

(委員) これどっちも工場ですか。 

(事務局) 反対側に一つ工場があります。 

(委員) この間全部舗装してあるのやな。 

(事務局) そうです、その舗装してあるところの西側の法面に井戸が掘ってあると
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聞いています。 

(会長) 処分して関わりを無くすのが一番得策かもわからん、このまま持っていて

もどうしょうもない。 

(委員) 特に浄化槽があるからな。 

(事務局) とりあえず処分と言うことで㈲メルシーには伝えさせていただいてよ

ろしいですか。 

(委員) まあ、有効活用してくれたらと言う考え方でいきますか。 

(会長) 菊岡さんどうやろ。 

(委員) もう処分してしまったら。周りぐるっとではないけど財産区の持ちもの。 

(事務局) コの字位は財産区です。最後のページの財産区の貸付地の図面がありま

すね、今貸しているのは 8818－1Ａと１Ｂの２つになっていまして 8818－１

Ｃと 8818－1 という部分がまだ残ってきますので山林、雑木林ですね。県道

の法面の雑木林がそのまま残ってきます。 

(委員) 1Ｃは山林ですか。 

(事務局) 山林というか雑木林です、図面の下が県道になりますので。貸付地のみ

を売却すれば分筆測量が必要になってきます。 

(委員) その問題が出てくるのやね、分筆測量となったら。 

(事務局) 費用は向こう持ちです、ですから法面の残地も含めて、値段が合えば買

っていただけた方が。全部手から離れますけれども財産区から、いや残して置

くよと言うのなら貸し付けることも視野に入れて。 

(委員) いろいろ条件を付けてみて、交渉しては。 

(事務局) 不動産鑑定をかけないとこちらも㈲メルシーさんの方も値段の確定が

出来ない。 

(会長) 値決めが出来ない。 

(事務局) こちらが売る気になったとしてもそんな価格で買えませんという答え

が返ってくるかもわかりません。 

(委員) それは出してみないとしょうがない。 

(事務局) 値段が合えばもう一度管理会には同意の案件としてあげさせてもらわ

ないことには。これで同意をいただいたからすぐに売りますよということには

いきませんので、こちらも判断できません。 

(会長) そうしたら今の議案としては貸付地の売却処理についてを同意するか、し

ないかになるのでは。 

(事務局) 次回の同意事項として挙がってくる時は売却の同意です。今回の処理は

どうしますかということで、売却の方向で事務処理を進めよと言うことでよろ

しいか。 

(会長) その同意しかできない。 

(委員) それでいいわけやね。 

(事務局) はい、売却前提ということで。 
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(会長) まあ、今日の段階ではそこまでの範囲で同意をすると。これから先は不動

産鑑定士を入れて、評価額を決めて相手方と折衝するなりして値決めをしてい

く。そのような方向に持っていくとこういうことの同意をしておくということ

でよろしいでしょうか。 

(委員) はい 

(事務局) さきほどの残地、道路に対する法面の山は。 

(委員) それも含めて事務局のほうで考えてもらって値段が合えばここに出てい

る面積プラスそれもありで進めてもらったらいいのでは。 

(事務局) 実測測量をかけるよりも一筆で買ってもらた方が値段的に買って貰え

ると思うんですが。 

(会長) はい、第１号はそういう範囲で同意をさせていただくということで進めて

もらえますか。 

(事務局) はい、ありがとうございます。 

(会長) 次に同意事項議案第２号平成２７年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計補正

予算の要求についてを議題といたします、事務局から説明をお願いします。 

 

(６)議案第２号 平成２７年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計補正予算について 

(事務局) それでは、第２号の平成２７年度伊賀市島ヶ原財産区補正予算について

説明申し上げます。お手元の２７年度の執行状況及び補正予算要求ということ

でご覧いただきたいと思います。補正予算の要求につきましては、歳入歳出そ

れぞれ 1,381,000 円を追加いたしまして歳入歳出予算合計を 29,460,000 円と

定め補正を行いました。歳入歳出の順に読み上げさせていただきます。歳入、

１款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、補正要求額は減額の

207,000 円、補正後予算が 27,240,000 円でございます。２目利子及び配当金

につきましては 0 円でございます。２項財産売払収入、１目不動産売払収入、

１節土地建物等売払収入につきましては３月補正要求 235,000 円、予算額と

して 235,000 円これは立木の売払収入でございます。次に２款繰越金、１項

繰越金、１目繰越金、補正要求額 1,343,000円、補正後 1,443,000円でござい

ます。３款諸収入、１項預金利子、１目預金利子では 10,000 円の要求額、補

正後合計は 85,000 円預金利子でございます。次に歳出の方でございます。歳

出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費細目 102 一般管理費では

補正額要求 779,000 円、補正後 20,604,000円でございます。一般管理経費内

容としましては、補正させて頂いた分だけで、共済費につきましては 2,000円

減額し、予算額が 16,000 円、賃金につきましては 122,000 円の増額、補正後

予算額が 2,180,000 円でございます。旅費につきましては減額の 12,000 円、

補正後 0円でございます。使用料では補正要求額 1,000円、補正後予算が 1,000

円でございます。積立金につきましては、補正要求額が 604,000 円、補正後

予算額が 14,867,000円でございます。繰出金 66,000円の補正要求額、補正後
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予算額が 1,719,000 円でございます。これは三国塚林道開設工事負担金とそれ

にかかる償還金でございます。次に２款財産費、１項財産造成費、１目財産区

有林造成費でございます、これにつきましては、要求額 602,000 円、補正後

予算額が 8,746,000 円でございます。605細目財産区有林造成事業では、賃金

が 150,000 円の補正要求で補正後が 3,575,000 円でございます。報償費が

20,000 円の減で補正後 0 円でございます。需用費につきましては、418,000

円の増で補正後が 1,902,000 円でございます。備品購入費 54,000 円の補正要

求で補正後 54,000 円。これは機器購入費とさせていただいております。以上

でございます。 

(会長) ただいまの説明に対して質問等ございましたらお願いします。 

これから見ると、当初予算に比べて 1381,000 円の補正ということですね、結

論からいうと。 

(事務局) はい。 

(委員) 亡くなられた村主さんの賃金はこの中には入ってないんですか。 

(事務局) 入っています。予算的にはそのままです。 

(会長) 執行段階で減少ということやろ。 

(事務局) そうです。 

(委員) 決算でも直す訳やろ。 

(事務局) そうです、余ってきます。 

(会長) その残金というのは、次年度の繰越になるのか、積立金の増額になるのか

どちらなの。 

(事務局) 繰越になります。 

(会長) 繰越の処理にするの。 

(事務局) はい、ですので今回の歳入の２款の繰越金が 1,443,000 円で増額の

1,343,000 円が前年度の余剰金、前年度からの繰越金なってます。２６年決算

でこれだけ余りましたので、２７年度に繰り越しています。 

(会長) だから村主さんの賃金を更にプラスするのでしょう。 

(事務局) 今度は２７年の決算をしますので、２８年度の補正予算のときに上がっ

てきます。 

(会長) これで見ても、基金への積立金が 14,867,000 円ということやな、積立金

はそれやろ。 

(事務局) はい。 

(会長) これで積んで基金合計はいくらになるの。 

(事務局) 基金２７年９月現在ですけれど 1億 8,400万円位はあります、そこへプ

ラス先ほどの 1,400 万円の合計です。 

(会長) ２億円近いか。 

(委員) 使い道が限定されているから。 

(会長) 管理会方式をとっているから自由が利かない、議会制を取っていたら柘植
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とか、甲賀市のように、地域内で議決すれば執行できるわけや。だからそんな

所はもう積立金はない。 

   それでは、特にご意見がないようですので、議案の２号に対しましては同意

することとしてよろしいでしょうか。 

(委員) はい。 

(会長) それでは、議案第２号は同意されたものとさせていただきます。 

   次に同意事項議案第３号平成２８年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予

算の要求についてを議題といたします、事務局から説明をお願いします。 

 

(７)議案第３号 平成２８年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予算について 

(事務局) それでは議案第３号平成２８年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計の予算

でございます。歳入歳出予算の総額 27,909,000 円としての予算でございます。 

まず、歳入の方から読み上げさせていただきます。１款財産収入、１項財産運

用収入、１目財産貸付収入、金額としまして 27,240,000 円でございます。こ

れは土地貸付の収入でございます。これは貸付契約更新もありましたので

207,000 円程減額となっております。２目利子及び配当金 494,000円財産区の

基金利子でございます。２款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 100,000 円でご

ざいます。３款諸収入、１項預金利子、１目預金利子、預金の利子で 75,000

円でございます。歳入合計 27,909,000 円でございます。次に歳出でございま

す。歳出１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては

11,506,000 円。内訳といたしまして、報酬 1,495,000 円、これにつきましては

管理会委員報酬、業務嘱託員報酬でございます。次に共済費 20,000 円、労働

災害保険料でございます。賃金 2,347,000 円事務員の賃金１名分と作業員の賃

金でございます。報償費 246,000 円、弁護士相談の謝礼でございます。旅費に

つきましては 12,000円、需用費につきましては 88,000円、消耗品、食料費で

ございます。役務費 9,000 円、郵便料等でございます。積立金につきましては

3,701,000 円、財産区の基金積立金でございます。次に繰出金につきましては、

3,588,000 円。一般会計の方に繰出しをさせていただきたいと思います。内訳

といたしましては、２８年度の三国塚林道開設工事の一部負担と三国塚林道事

業費償還金でございます。次に２款財産費、１項財産造成費、１目財産区有林

造成費 16,293,000 円でございます。内訳といたしましては、賃金が 3,836,000

円、作業員３名分の賃金でございます。報償費 20,000 円、境界確定立会の謝

礼でございます。需用費につきましては、1,601,000 円、消耗品、燃料等で修

繕料も含んでおります。役務費については 29,000 円、公用車の任意保険料、

車検手数料等でございます。委託料 4,500,000 円、境界の確定、区有林整備業

務委託でございます。工事請負費につきましては 6,000,000 円、奥田林道復旧

工事、三国塚林道法面復旧工事で各４百万円、２百万円で計上させていただい

てございます。原材料費といたしましては 200,000 円。備品購入費で 100,000
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円、これはチェーンソー等です。公課費として 7,000円、自動車重量税でござ

います。３款公債費、１項公債費、１目一時借入金利子 10,000 円でございま

す。４款予備費、１項１目予備費でございます、予備費としましては 100,000

円でございます。歳出合計につきましては 27,909,000 円でございます。以上

でございます。 

(会長) ただいまの説明に対して質問等ございましたらお願いします。 

  平成２８年度の当初予算の要求なんですが、平成２７年度と特に変わった点と

いうのはありますか。 

(事務局) 歳出の方では、工事請負費で奥田林道復旧工事費で４百万円見ておりま

す。これにつきましては、災害に乗らなかった分を計上しております。それと

三国塚林道法面復旧工事ですけれど、森林整備作業の作業道で安全確保のため

の法面復旧工事費です。 

(委員) 予算書を作るときに、平成２８年度は単年度分を作ってくれてますが、次

回からはその横に平成２７年度分を書いてもらって増減を追記してもらった

ら一番いいと思います。見やすいので次回からそのようにお願いします。 

(会長) 増減を一番奥で見られる様にということやな。 

(事務局) はい。 

(委員) 作業員３名で計上していますが、今１名は欠員ということですか。補充さ

れるんですか。 

(事務局) 今後も１名については採用する予定はございません、これまで村主さん

がおられた時は４名の作業員がおられて、１名は村主さんの退職を考えており

ましたので、管守人として引き継がれる方を先に入れさせていただいて、引き

継いでいただくということで進んでいたわけですけれど、亡くなられたもので

管守人の役割は誰かに担っていただくわけですが、作業員としては新たに１名

雇わせていただくということは今のところは予定なしで、今現在の３名の体制

で行かせていただくことにしております。 

(会長) 瞬間的に１名プラスやったわけやな。 

(事務局) そうです、 

(会長) 管守人の後継者作りという意味があって１名プラスだったんですね。 

(事務局) はい、そうです。 

(会長) 他にございませんか。 

  平成２８年度の土地の貸付料が計上されているのですが、平成２７年度の収納

率は予算に対してどの位まで入金しているのかわかりますか。 

(事務局) ほぼ５０％、年度末に島ヶ原カントリーの分が半分入ってきますので。 

(会長) それは年度末に決まっているのや。推移から見たら１００％ということや

ね。 

(事務局) そうですね、年度末にはきっちりと１００％になります。 

(会長) わかりました。 
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(会長) それでは、特にご意見がないようでございますので、３号議案につきまし

ても同意することとさせていただきます。 

(会長) 次に会議次第の６、その他事項について何かございませんか。 

(会長) 私から、管理会条例に基づきまして、管理会委員の任期が今年で終わりで

す、平成２８年の１２月１６日限りと４年の任期を満了させていただく予定で

ございます、後半年余りなんですけど、是非最後までご協力賜りますようよろ

しくお願いを申し上げたいと思います。 

   次回は奥村区が空席になるのかな。申し合わせ事項によると。 

(委員) そうです。今大道やな。 

(会長) 今大道が欠員です。 

(委員) 次は奥村という話です。 

(会長) それは申し合わせ事項にきっちりと議事録に記録されてます。 

出来るかぎり女性の委員さんを多くということなんですが申し合わせ事項に

よると。またそれは各区長なりまち協の推薦議案になろうかと思いますので、

その旨根回しも始めないといけないのかなと。同意は９月の半ばです、それで

１２月議会で同意をもらうという手順になろうかと思いますね。それで９月位

には推薦してもらわないといけないんです。 

(会長) 他、事務局の方でその他で特別ないですかね。 

(事務局) ないです。 

(会長) それでは特にないようですので、以上で本管理会に付議されました案件は

すべて終了させていただきました。これをもって平成２７年度第２回伊賀市島

ヶ原財産区管理会を閉会とさせていただきます。ご苦労さまでした。 
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