
第５回 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 12月 19日（木）14:00～16:30 

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、辻、豆本、村井、福田、松本、西尾   

    （管理人）  加道、久保、福川（欠席：廣島） 

    （事務局）大山田支所西口支所長、土田、西崎 

 

財産区管理会 議事録（概要） 

事務局 定刻になりましたので第 5回大山田財産区管理会を開催いたします。 

では会長よろしくお願いします。 

会長 みなさん 改めましてこんにちは、師走の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。去る 11 月 29 日私（会長）と、豆本委員、廣島さん、事務局から土

田さん、森林組合から増田課長・遠藤さん・宮崎さんで西教の道をつけるにあたり現

地の確認に行って来ました。本日は 26年度の予算及び区有林の作業計画などについて

の審議を行いたいと思います。 

皆様方には平素色々と財産区のことにつきましてご尽力を頂きありがとうございま

す。それでは議事に従いまして進めて行きたいと思います。 

事務局 ありがとうございました。支所長から挨拶をお願いします。 

支所長 みなさんこんにちは。年末のお忙しいなか、本日は合同会議ということで委員さんに

おかれましてはご出席いただきまして大変ご苦労様でございます。平素は行政に、と

りわけ支所の業務、特に財産区事業におきましては格別のご尽力をいただきありがと

うございます。本日の議題につきましては先ほど会長からもありましたように協議事

項 2件、報告事項 3件となっておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

近年の林業の状況につきましては政府におきましても森林の有する多面的機能の林産

物の供給及び利用を進め、二本柱で平行して進められているところでございます。し

かしながらなかなか中山間のほうへは反映されてこないのが現状であります。直接関

係はないのですが自民党の農業部会におきましても５年後の転作廃止を見据えた補助

金の削減をされていく中でございます。どうか皆さんのご協力を頂きながら地域発展

のため、よりよい事業展開をさせていただきますようお願いいたします。また最後に

なりましたが財産区のますますの発展と本日の会議が有益なものとなりますようお願

いいたしまして、簡単ではございますが始まりの挨拶とさせていただきます。 

事務局 ありがとうございました。本日の議事録署名は福田委員さんと松本委員さんにお願い

いたします。 

委員 はい、分かりました。 

事務局 では会長、議事をよろしくお願いします。 

会長 はい。協議事項について、平成２６年度伊賀市大山田財産区特別会計歳入歳出予算要

求について事務局から説明願います。 

事務局 資料をご覧ください。平成２６年度歳入予算要求、財産貸付収入、三重県洋蘭生産組

合 19,000 円、青山ウインドファーム 12,238,179 円で更新分 6,793,600 円と新規分

5,444,576円です。中部電力 1,882円 奥馬野地内電柱 1本・支線 1本、NTT西日本 5,466



円 奥馬野地内電柱 4本・支柱 3本・支線 10本 で合計 12,264,527円です。 

利子及び配当金 財産区基金利子 9,000円大口定期利息 0.08％と普通預金の分です。 

基金繰入金 12,175,000円、繰越金 200,000円、預金利子 1,000円で歳入合計 

24,649,000円です。 

続きまして歳出ですが一般管理経費としまして、管理会委員報酬 230,000 円、管理人

報償金 69,000 円、旅費・普通旅費 23,000 円は県外視察旅費 9 名分の計上です。消耗

品費 50,000 円、食料費 9,000 円、管理人健康診断手数料 32,000 円これは白ろう病健

診です。有料道路通行料 5,000 円、負担金補助及び交付金では大字協議費負担金で 7

地域に対しての負担金です 286,000 円、三重県水源林造林推進協議会通常会費 10,000

円、研修会参加負担金 207,000円先進地視察参加を予定しておりますので 9名分です。 

一般会計繰出金 622,000円いぶし瓦の常夜灯電気代補助の分です。合計 1,543,000円 

財産管理経費で、作業員賃金 366,000 円、燃料費 67,000 円、修繕料 10,000 円、役務

費 216,000 円で公用車の保険を含んでいます。原材料費として 400,000 円で 1059,000

円です。財産区有林造成事業では労働災害保険料 130,000 円、作業員賃金 1,220,000

円、消耗品費 457,000 円、燃料費 77,000 円、修繕料 100,000 円、医薬材料費 60,000

円、工事費としまして 18,888,000 円で内訳としまして林道シデノ木原線 15,000,000

円・長尾作業道 3,888,000 円です。シデノ木原につきましては今年度入札をする前に

台風で現場の形状が変わってしまい設計とおりで発注できなくなりましたので設計変

更後 26 年度の実施予定としました。原材料費 400,000 円、備品購入費 500,000 円で

21,832,000 円。一時借入利子 15,000 円。予備費としまして 200,000 円で歳出合計は

24,649,000 円となります。あくまでも予算要求金額であり、1 月には予算査定があり

まして、3月議会にて予算計上額が決定となる予定ですのでよろしくお願いします。 

会長 この予算要求について何かご意見ございますか。 

委員 予算の 3 頁目で工事請負費の長尾作業道の 3,800,000 円の計上をしていただいてあり

がとうございます。ご承知のように長尾作業道につきましては昨年の大雨で決壊した

ところは修復していただいたのですが、今回の台風で再度崩壊しましたことから、当

初の予算に組み込んでいただいたということでお礼を申し上げます。 

続けて発言させていただいてよろしいか 

会長 どうぞ。 

委員 改めまして平成 26年度予算当初について提案したいと思います。大山田財産区の収益

還元の説明をさせていただきます。委員の皆さんご存知のように、中馬野の区長から

今回の台風と昨年の台風で林道がかなりダメージを受け、農村整備課でどれくらいの

工事費がかかるか計算をしてほしいとの依頼したところ１億円を超えるとのことで、

いくら補助をもらっても高額なため、とても地元では賄いきれないと相談を受けまし

た。 

そこで、財産区として、基金の状態と使途についてどのようにしていくか。今後の課

題になろうかと思いますが、財産区は基金と貸付金で運営されていてその実態は森林

総合研究所との分収契約と間伐施業と直営によって補っています。しかしながら今後

の維持管理は西教のほうで今やろうとしている、伊賀森林組合による環境林整備事業

を活用した間伐と作業道の整備を無料でして行こうとするもので非常にありがたい事

業です。従いまして間伐にかかる費用はかからないということでむしろ計上するとき

は枝打と草刈部分がかかってくるくらいではないかと思っています。 



次ですが平成２５年度からはウインドファームへの貸付がアップしていることから収

入金額はかなりの高額となってきます。基金を積み立てるだけではいけないので、問

題はどのように使っていくのかということになろうかと思います。伊賀市の職員によ

って維持管理・運営が行われているとの認識が強い事と何事も伊賀市議会に諮らない

と使用することが出来ないということで、財産区住民の財産であるという認識が薄く

なってきています。基金がだんだん貯まってくると伊賀市特別財産との認識がますま

す高まり固定化してしまいます。又大山田財産区有林の運営経費は伊賀市から何もも

らっていない、大山田の財産である。貸付収入で賄っていますということ。 

大山田財産区は大山田のすべての住民の財産である。この財産の管理運営の主体とな

る責任者は財産区管理委員会が運営主体となっています。また議会制の財産区は、伊

賀市では柘植財産区ですが、選挙によって選ばれた財産区議員で構成されております。

運営の何もかもは財産区議会でできます。しかしこれは知事の同意を必要とし同時に

市の承認を必要とします。知事が同意しているのに伊賀市議会が反対となるとそれは

おかしい。 

最後に財産区基金の運営と措置ですが、各地域において林道に大きな被害が出ている。

放置することは出来ないし、お金がかかる、こんなときに拠出するには良い時期では

ないかと思われる。大山田時代にはすでに行っていたことを今行ってほしいとの要望

です。私の言いたいのは基金を拠出するには今が良い時期であり、地域に還元したら

どうですかと思うのです。 

参考事項としまして常夜灯の電気代での還元であり地方自治法第 296 条の 5 第 3 項を

摘要していけるのではないかと思っています。 

平たく言えば財産区は儲けているので財産区に入る林道以外に他の林道にもお金を使

います。林道がなかったら山の維持が出来ない、大きく言えば国土保全が出来ないと

いうことで還元をしていきたいとの提案をするので平成 26年度当初予算に計上しても

らわないとこの予算案には同意しません。 

会長 今委員さんから意見を頂きましたが、それについてどうですか。 

委員 相対的に方向付けとしては良いと思います。ただ 26年度の当初予算に計上するという

具体的な提案は出来ないと思います。林道を補修するについて市が何処までして何処

からは出来ませんよという区分けをしなければいけない。基本的に市の管理道路とし

て管理をしてもらわないといけない林道については市で修繕してもらう必要がある

し、全部財産区で直す必要もないと思うのでその辺のことを農村整備課ともつめてお

かないといけないし、補助をするのであればその制度を広く各区へ情報を流していか

なければ不公平が生じることになる。当然それ以前にシステム的に大山田の山村振興

に使えるというシステムを作って伊賀市で承認を得ておかないといけない。基本的に

は市でしてもらえないところを財産区で出来るように精査をしていく必要があり、そ

ういった計画をまず作る必要がある。財産区が市の仕事を取っていくというのはいけ

ないのでやはり計画づくりをしていかなければならない。 

5千万、3千万を使うについては、たたき台を作らないといけない。 

委員 基本的には補助してもいいと思うが、補助として出す金額の基準がないのに、補助額

を決められない。お金があるので出すというわけには行かない。 

会長 中馬野区は一億円をどのように算出したのかはわからないが、財産区としては特定の

地域だけに補助を出していくことは出来ない。出しやすいのは財産区の山があってそ



れに対しての支出であれば文句もないのであるが、これについては、次の報告事項の

補助金関係についての項で皆さんの意見を聞こうと思っていたところです。貯めるだ

けではいけないので補助を出して使っていくことを考えなければならないが、やはり

特定な所だけに補助をするということはできない。特定の場所に使うというのは猿野

区のように財産区の山があって一定の条件で補助をするという事でないと、ただ一般

的に山が崩れたから財産区で治すというのでは今の時点では通用しないので、それを

いかにして使っていくかという話し合いをしていきたい。この話し合いは今すぐ結論

が出ることではないので、大山田全体を考えて、いかに使っていけるかという計画を

立てていかなければならない。当然台風の被害にあったところに使っていくというの

はいいが、今は予算の計上要求であるので、委員のように同意できないという問題で

はないと思うのでその辺を理解いただきたい。多少のことは使えるが、具体的な使い

方をしっかりと決めてからの事となる。 

委員 布引だけのことを言わせてもらって申し訳ないと思いますが、布引は５つの区があっ

て５人の区長が今回の台風の状況を話しあい件数も多いので農村整備課に見てもらっ

た結果の話でした。 

委員 大山田全体に補助して行きたいという思いは委員みんな一緒だと思う。議会に諮らな

くてはいけないという形で伊賀市になってから使い勝手が悪いとは思っている。本来

ならもっと早くに補助金に対する決め事を作っておかなければならなかったのではな

いか。財産区の財源が豊かになったので、一般的に財産区で出してくれたらいいでは

ないかという声も多く聞こえてくる。区長会や自治会の中でも話が出てきているが、

我々委員は、区長でもないし自治会長でもないので区を背負っているわけでもないし

何も言うことはありませんが、大山田全体のことを考えなければならない。区からい

くら足らないのでいくら出してほしいということではないと思う。財産区を維持して

いく金額も必要であるし、将来のことも期限を切って相談提案して今後の財産区の運

営方法を出していくべきではないかと思います。方向としては賛成ですが、もう少し

考えて行こうと提案します。 

委員 みんな補助したいという思いは同じであるが、補助する方法づくりをしようとしてい

る所で、今回たまたま台風が来て今お金がほしいとなったけれど、それではいけない

のでこれからみんなで考えていかなければならない。これからも定期的に収入がある

ので２６年度の当初予算の要求については事務局で提案してもらったけれども、それ

も踏まえて今後の補助金のあり方を考えていかなければならない。大山田の区長さん

全員に情報を伝えて要望をもらって規定どおり補助をしていくという形をとっていく

べきである。 

大きな方向性に差し支えなければ予算要求案については特に問題はないと思う。 

会長 そういうことでご理解いただけますか。 

委員 財産区の収益は大山田だけである。使い道はいつ使おうが勝手ではないか。 

会長 島ヶ原の考え方も聞いてみて、同じ伊賀市の財産区であれば同じような使い方をして

いくのが適正なのではないか。 

一部分に還元ではなくて、全体に還元していく方法を考えていかないといけないので

その計画つくりをしていかなければならない。 

委員 島ヶ原は金額も質も違う。 



委員 いくらであれ財産区として持てるお金は同じではないか。 

会長 計画を作ってから、初めて使うようにしなければいけない 

委員 限度額を決めて、条件に応じて何パーセントかの補助をするようにしなければ。 

委員 補助金を出すことになれば条項を作って、情報提供をしてから補助をするという形を

とらないといけない。 

会長 そういうことでご理解いただきたい。では次の項の作業計画について事務局説明をし

てください。 

事務局 資料を添付していますのでご覧ください。剣谷の境界杭打ち作業、境界確認踏査、鹿

害予防作業（リンロンテープ巻き作業）の実施。下馬野も同じく境界確認踏査・境界

杭打ち・鹿害予防作業の実施。奥馬野の境界確認・境界杭打ち作業の実施。その他区

有林現地確認踏査を随時実施。 

会長 これは管理人さんの確認済事項ですか。 

事務局 管理人さんより提出してもらった分です。 

委員 先般、分収林の要望見込みがあったのですがどうなりましたか。 

事務局 一度手を入れた所は５年間要望できないので今回は要望していません。 

委員 ２００年の木を作るのと６０年くらいで切るのでは間伐のやり方も違う。２００年の

木を作るためには引き続き間伐作業はしていかなければならない。 

会長 管理人さんはこれでよろしいですか。 

管理人 はい。 

委員 先ほど委員さんの意見もありましたが御同意いただけますか。 

委員 基本的にはいいです。 

会長 では次の報告事項で公用車の取扱要綱について事務局より説明願います。 

事務局 前回の管理会で協議いただきました要綱で第３条と、第４条を変更させていただきま

した。第３条の①管理人は年間施業計画表を１月中に会長へ提出しなければならない。

これは今回提出いただきました。②管理人は半期毎の作業計画を届け出なければなら

ない。中身は施業出動者名、施業実施区有林、施業出動日程を記入いただき、③毎月

の出勤簿を提出しなければならない。これにつきましても現在提出いただいておりま

すので、継続してもらえればよいかと思います。第４条の保険関係ですが、自家用車

の公用使用において事故等があった場合は個人の加入保険での対応とし、自己の怪我

については公務災害の対象にならない。ただし、労働災害保険の対象となる。を加筆

させていただきました。 

会長 今まで山に登るとき自分の自家用車で登ってもらっていたが何ら決め事がなかった。

あってはならないことではあるが財産区の山に登る途中でもし事故等発生した場合、

財産区といえども伊賀市ではあるので労働災害の補償等の申し出があった場合とか今

後色んな場合が起こりうるかもしれないので、何らかの形で申し合わせ事項を作成し

ておかなければならないと思いましたので、こういう事で同意をいただいきたい。 

事務局 裏面に届出書の書式をつけさせていただいています。お名前と住所・印鑑を押印の上

必要事項の記入か保険証書のコピーをつけて提出をいただければと思います。 

会長 別に何を使ってもらってもいいのですが、届けた車で作業に行ってください。 

次の西教から剣谷の作業道ルートについて事務局から何かありますか。 

事務局 これにつきましたは特に資料はありませんが、前回森林組合でルートを提示してもら



った通りです。 

会長 日中友好の森と剣谷への道ですが、一応これについて歩いてみました。まっすぐ行け

るかと思ったけれどもちょっと無理かなと思います。森林組合から伐採木の本数など

計画が提出されてから又協議いただきたい。 

会長 次にその他の項で補助金関係ですが、先ほどより話し合いをしていただいていますが、

どうすればよいのか非常に難しいこととは思いますが、ほっておくわけには行きませ

んので、今年度は無理ですが、今から考えて来年度くらいに実施できるように進めて

いければいいと思っています。 

委員 災害の要望がどれだけ出ているか件数を調べられますか。 

事務局 はい。確認します。 

委員 財産区の財産は必ず山に還元しなければならないということはないと思うので、いい

方法を考えていきましょう。 

委員 補助するたびに議会にかけるのでは大変なので、やはり要綱を作成して補助していく

ようにすることが大切だ。 

管理人 補助関係だけと違って間伐の関係でも管理人の年齢を考えて、今は後継者ができてこ

ないので 1年かかってでも全体のシステムつくりをすることが大切である。 

会長 報告事項はよろしいですか。 

事務局 猿野区より災害工事の負担金の補助申請がありまして、工事費に対して、市から半分

の補助金があり、残りの地元負担金のうち半分の６３，０００円を財産区で補助する

ということで、決定通知を送付してあります。工事完成後完成届け・領収書・写真の

提出がありましたら確定通知を送付というように進めて行きます。 

委員 場所は何処ですか。 

事務局 高尾谷線の土砂撤去等の工事です。位置図等決裁を頂きますので書類を回付させてい

ただきますので、決裁をお願いします。 

委員 高尾谷は市の管理道路であるのでその辺の区分けはしてあるのでしょうね。 

事務局 今回の申請場所は財産区との協定締結の場所であります。 

委員 林道台帳の修正をしてもらわないと困ります。補助金をもらって林道を改修している

にもかかわらずそのままになっているので、その都度林道台帳の修正をしていってほ

しい。 

委員 林道の交付税をもらっていても条件によっては林道認定を受けられない場合もある。 

課長 車はどうですか。 

事務局 とても快適に活用させていただいております。 

会長 はい、では以上でございますが他に何かありますか。 

委員 林道の改修工事ですがボックスはどうしても詰まるので工法を考えてもらって、洗い

越しと水切りを取入れてもらえるようにしてほしい。 

委員 洗い越しは急な高配では無理と違うか。 

委員 それもあるかもわからないが、全体的に水切りも少ないので、水が分散していくよう

に考えてほしい。 

事務局 今後の施工にあたり調整していきます。 

委員 今回長尾線で予算要求している工法はどうする予定でしょうか。ここは昨年修繕した

ばかりで同じことであれば困る。 



事務局 前回は土砂の撤去と土羽打ちであったため、集中豪雨に対応できませんでした。今回

は、ほとんどは蒲団籠か蛇籠で対応したいと思っています。 

委員 蒲団籠、蛇籠が一番いいかも知れません。 

管理人 最近は間伐をしても切り倒しであるため、流木により構造物はどうしても壊れてしま

うので工法を考えてもらったほうがいいな。 

委員 切り倒しで腐ってしまったらいいけど中々そこまでは行かないし。 

会長 はい。では以上でございますが長時間ご苦労様でした。 

事務局 第５回大山田財産区管理会を終了します。ありがとうございました。 
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