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平成２６年度第１回伊賀市島ヶ原財産区管理会会議録 

 

開催日時   平成 26年 7月１８日(金)午後 1時 30分から午後 3時 

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、森岡主幹、坂本嘱託員、山本臨時職員 

       農村整備課  井上主査、秋元 

       三重県伊賀農林事務所 森林保全課 吉川課長、近藤 

       エナジーＪＡＰＡＮ花田、エコエナジージャパン前川、(有)岡久 鈴木 

       大久保 

 

1.  開会 振興課長 

定刻より少し早いですが皆さんお揃いでございますので、只今から平成 26 年度第 1

回伊賀市島ヶ原財産区管理会を開会いたします。本日は、管理会委員全員の出席をいた

だいておりますので、管理会条例第 7条の規定によりまして、この会議が成立しており

ますことを報告いたします。会議次第 2の会長あいさつに入ります。風隼会長よろしく

お願いいたします。 

 

2.  風隼会長あいさつ 

 それでは、着席のまま失礼いたします。みなさんこんにちは、本日はご多用の中平成

26年度伊賀市島ヶ原財産区管理会にご出席を賜りまして誠に有難うございます。 

 先週の台風 8号一過の大変暑い日が続いておりますけれども、まだ梅雨が明けており

ませんのでこれから本格的な夏になろうかと思います。充分ご健康にご留意されるよう

お願いいたします。本日の会議事項につきましては、ご案内のように、報告事項 5 件、

同意事項 3件でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。

以上です。 

 

3.  支所長あいさつ 

 失礼いたします。みなさんこんにちは。４月の人事異動によりまして、前増永支所長

の後任となりました田槙でございます、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、平成 26 年度第 1 回伊賀市島ヶ原財産区管理会を開催いたしましたところ委

員の皆様方には、何かとお忙しいところ、また大変お暑い中ご出席いただきまして誠に

有難うございます。平素は、伊賀市行政とりわけ島ヶ原支所の業務に対しましてご理解

ご協力頂いておりますこと、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。 

 ７月に入りまして、梅雨らしい雨も降らないうちに、先週には台風 8号が本年度初め

ての本州への上陸台風となりまして、梅雨前線に湿った空気を大量にもたらせて、全国
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各地で大雨による被害を出しましたが、幸いにも伊賀市では大きな被害もなく、また台

風が予想どおり近くを通過した割には、心配していた影響も少なかったようで一安心し

ているところであります。 

本日提出しております案件につきましては、先程会長からもありましたように、報告

事項が事業の進捗状況や平成 26年度予算等 5件、同意事項が平成 25年度決算及び土地

貸し付けについて 2件の合わせて 3件でございます。後ほど担当から説明させていただ

きますので、ご審議の程よろしくお願い申し上げます。また、説明につきましては、三

重県伊賀農林事務所、市役所農村整備課から来ていただいております、また土地の貸付

につきましては、業者が直接説明を希望いたしておりますのでよろしくお願いいたしま

す。大変簡単で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

は大変お疲れ様でございます。 

 

(事務局)  それではこれより議事に入らせていただきますが、議事の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 項によりまして、風隼会長にお願いしたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

4.  会議録署名委員の指名について 

 (風隼会長)   これより会議を進めます。委員の皆様には、議事の円滑な進行につきまして、

ご協力をお願い申し上げます。本日の出席委員は 7名全員で会議は成立しております。 

   なお、管理会事務局の説明のため森林管守人の村主さんの出席を求めておりますの

でご承知おき下さい。会議次第の 4 会議録署名委員の指名につきまして、お二人を私

からご指名申し上げたいと思います。大変恐縮ですが今回につきましては、西中委員

と奥永委員にお願いしたいと思います。後日会議録の署名をよろしくお願いいたしま

す。 

 

5.  議事 

(報告事項) 

(風隼会長)  それでは、会議次第５議事に入ります。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、三重県伊賀農林事務所森林保全課から説明をお願いいたしま

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 

(吉川課長)    伊賀農林事務所森林保全課長の吉川です。島ヶ原の大谷の図面をご覧下さ

い。昨年も谷止工といいまして小型のダムを造らせていただいたのですが、№5谷止

工から約 150ｍ上流に本年度№6谷止工を計画しております。現場までの道がござい

ませんので、昨年同様ケーブルクレーンを設置して滋賀県側から資機材を運搬しコ

ンクリート等を現場まで運びます。ユンボ等の重機も一旦分解して現場まで下ろし
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組み立てて工事を実施するという難工事でございます。ケーブルクレーンのケーブ

ルを張るにあたりまして、桧尾の池の手前を考えておりますが、過去の大雨により

まして路肩が崩れており道路幅が狭くなっているため、大型土嚢を積んで道路幅を

３m くらい確保しながら資材運搬をしていく計画を立てていますのでご了解をいた

だきたいと思います。この谷止工は、昨年よりも上流であるため小さくなっており

まして、体積は昨年の№5の半分くらいで 222.1㎥となっています。 

   ケーブルクレーンの張る位置につきましては、私共の設計段階では、現在の計画の

位置になっておりますが、実際施工する業者が決定した段階で安全性、効率性等、

施工業者の都合により昨年と同じように場所が変更され、計画している道路の復旧

もできなくなることもありますのでご了解をお願いしたいと思います。 

    以上が昨年度に引き続き№6治山ダム工の説明をさせていただきました、よろしく

お願いいたします。 

 

 (風隼会長)  只今の説明に対してご質問等ございませんか。 

    無いようですので報告第 2 号林道「三国塚線」開設工事の進捗について、伊賀市

産業振興部農村整備課から説明をお願いいたします。 

（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) 失礼いたします。昨年に引き続き三国塚林道でお世話になっている農村整

備課の井上でございます。よろしくお願いいたします。 

    それでは、報告第 2 号ということで、林道三国塚線開設工事の進捗についてご説

明をさせていただきます。お手元の資料の三国塚林道開設工事計画書をご覧いただ

きたいと思います。今年の２月の管理会で進捗状況を説明させていただきました時

点では、平成２４年度まで完成した段階で、平成 25 年度を 36,000,000 円の工事費

で請負業者もほぼそれに近い額で工事をしていただいて工事の進捗を図っておった

のですが、今年の３月に請負業者から市の定めた工事期間内での完成は難しいとい

うことで、契約解除の申し出がありまして、平成２５年度につきましては、その工

事を 17,972,850円でしめさせていただきました。その後平成２５年度の末から防護

柵設置工事、路面工事ということでガードレールの設置とコンクリート路面工の施

工と今年度当初から昨年度出来なかった区間につきまして、大至急工事発注を行い

まして、６月に業者が決まり今現在三国塚林道開設工事(四期)12,724,350円の工事に

かかっているところでございます。工事といたしましては、今進めている工事が終

わり次第、この工事箇所にかかるガードレール設置とコンクリート路面の舗装整備

をしまして９月の末頃を目途に 25年度予算にかかる事業を完了したいと思っており

ます。続きまして今年度の予算でございますが、今年度につきましても２月の管理

会で説明させていただいたのが、42,100,000 円の予算要求をして２６年度で満額つ

けば全て完了できると説明をさせていただきました。先般、国・県から予算の内示
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がありまして、要求額の約 60%26,100,000 円で内示をいただいております。今年度

におきましては、この限られた予算で進捗を図って行きまして、来年度は、残り

16,000,000 円の予算要求を引き続き要求して行きます。来年度計画全線完了を目指

して、今回の内示の場で県に対して全額内示を強く要望しております。当初 25年度

完成予定が 26、27年と遅れておりご迷惑をおかけしておりますが、限られた予算の

中で来年度完成を目途に進捗を図りたいと思っておりますのでよろしくお願いいた

します。 

    次の施工計画図ですが、これは全体図でございますが、青色と赤色で表示してい

るところまでは終わっている箇所で、黄色の 60ｍは、平成 25年度で完成している箇

所です。黄色部分の残り 200ｍは、現在工事中でございます。緑色は今年度の箇所で

紫色は来年度の工事区間となります。 

    この工事に関してのお願いですが、昨年度、一昨年度工事期間中の機材の盗難が

頻繁にありまして、工事をやっている業者がよくご存知やったということで、地図

の赤色部分に山に入って行く道があるのですが、そこに出入りがあるということで、

そこから以降のところでチェーンをかけて鍵を掛けさせていただいております。財

産区の方や山を利用される方については、解錠していただければ入れますのでよろ

しくお願いいたします。 

    冬になれば雪も降りなかなか進捗が図られていないのが現実でございまして、今

年度につきましては、６月以降かなり順調に進んでおりまして、思った以上に進捗

が図られておりまして、26年度分の工事をなるべく早く発注し、26年度の工事を終

わらせ 27年度への繰越のないように進めて行きたいと考えておりますのでよろしく

お願いいたします。説明については、以上でございます。 

 （風隼会長） ありがとうございました。只今の報告に対してご質問等ございましたら

お願いいたします。 

 （風隼会長） 私から１点、資機材の盗難とはどのようなことですか。 

  (農村整備課) 業者のダンプ、と去年はユンボ、それとその前は林道のグレーチングの

蓋が盗難にあいました。グレーチングにつきましては、現在では、盗難防止の固有

のボルトを使用しております。 

 （風隼会長） それでは特段ないようですので次に進めさせていただきます。報告第 3

号平成 26年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算について事務局から報告をお願いい

たします。 

（1） 報告第 3号  平成 26年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算について 

（事務局） 平成 26年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算書に基づき順次説明 

 （風隼会長） 只今の説明に対してご質問等ございませんか。それでは、無いようでご

ざいますので、報告第 4 号財産区有林境界確定業務の進捗について事務局から報告

をお願いいたします。 
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（4）報告第 4号  財産区区有林境界確定業務の進捗について 

（事務局）  それでは、報告第 4 号の財産区有林境界確定業務の進捗について報告いた

します。平成 24年度において、旧上野市界から猪の谷池西側まで測量を行いました

ので、平成 25年度は引き続き滋賀県から京都府との境界へと測量作業を進めました。

測量延長は、2.66ｋｍとなっております。 

    また、滋賀県側の所有者が判明している多羅尾区・甲賀市・個人所有者 1 名につ

いては、境界確定作業を行いました。平成 26年度は、京都府との境界を南下するよ

う測量業務を進めています。以上です。 

（風隼会長） 何か質問ございませんか。これは北部林の境界の測量の進捗状況ですけれ

ども、進捗率はどれくらいのものですか。 

（事務局）  財産区北部林の外周からしますと約 40％です。これから京都府の境界を南

下して、その後東へ島ヶ原民有地の境界測量に入ります。 

（風隼会長） 中部林、南部林を含んだ境界確定の見通しは、どうですか。 

（事務局）  測量だけで行くとけっこうな距離は行けると思いますが、確定となると相

手さんが必要になってきますので、相手が見つかり立会いに来ていただけることが

未確定ですので、取りあえず測量業務だけを進める必要があるのではないかと思っ

ております。財産区の杭を打っていって財産区の区域を決めていって後ほど相手に

立会いをしていただき確定していくというような作業になっていくのではないかと

思います。そのようなことで、かなりな年数になるのではないかと思います。 

（風隼会長） そうするとかなり長い年月を要することですね。 

（風隼会長） それでは、報告第５号三国塚林道見晴台設置工事についてに入ります。事

務局から説明をお願いいたします。 

（5）報告第 5号  三国塚林道見晴台設置工事について 

（事務局）  三国塚林道工事の完成している区間において、見晴台を設置する計画をし、

森林組合に整備を委託し、林内から東向きの景観が見渡せるような場所を選定し、

伐採と地盤の整備を済ませました。今後は、ベンチを設置し、三国越林道との連絡

道を整備する予定です。以上です。 

（風隼会長） 見晴台の設置工事の報告でありましたが、ここに至るまで私 2 回立会いを

させていただきました。桧や雑木等を伐採して見晴らしがよくなるようにしていた

だきました。本日、この会議終了後みなさんで視察に行きたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。これを持ちまして報告の部を終了したいと思います。 

    続きまして議案第 1号平成 25年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算につ

いてを議題といたします。事務局からの説明をお願いいたします。 

 

（同意事項） 

（1） 議案第 1号 平成 25年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算について 
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（事務局）  平成 25年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算書に基づき説明 

（風隼会長） 何か質問ございませんか。 

（増尾委員） これは同意事項で、我々に同意を求められているわけですが、資料も説明

も決算数字だけで、正しく決算をされていると思いますが、その確認をどの様にす

ればいいのですか。各種団体では、監事、監査委員又は監査役がいて監査をし、正

しく経理されているという監査報告があり、それを受けて承認されるわけです。そ

のへんはどうなっているのですか。 

（田槙支所長）財産区財産の管理、処分の事務は、財産区管理者である市長が執行するこ

とになっています。財産区の事務は、島ヶ原支所振興課の職員が補助執行している

ことから、市の監査方法と同様に市の監査委員の監査を受けることになっています。 

（増尾委員） 予算であれば単なる数字ですが、決算を同意する場合は、何に基づいて確

認をすればいいのですか。 

（風隼会長） 今の質問について、基本的には市の財政というのは、一つですから財産区

の経理をするのは支所振興課で、それを市の監査委員会でチェックをするという建

前になっていると思います。平成 24年度以前の決算についてこの会議で監査説明が

行われていたのかどうか。 

（増尾委員） 平成 25年度の監査はいつ行われますか。 

（田槙支所長）監査は、先日 7月 10日に決算審査を受けました。その結果を受けて 9月の

議会に上程するという運びになります。従いまして、決算審査の結果報告を待って

この管理会を開催すれば良かったのかなあと思っていますが、その時の数字をその

まま挙げさせていただいております。 

（増尾委員） 監査委員の「適正であった。」という一文があれば我々としてはそれを以っ

て同意できるのですが。これらは単なる数字を列挙しているだけで正しいという確

認をするべきものは何もない。 

（風隼会長） まあそういう意見を持っている委員さんもおられるということを念頭にお

いて、9月議会の決算委員会で確定をするということを前提に、今日提案いたしまし

た、平成 25年度島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算を当委員会として同意をすると

いうことでどうですか。 

（増尾委員） ここで同意をして 9月議会に提出するというのが順序ではないのですか。 

（田槙支所長）監査委員会の監査を受けた段階で監査委員の報告文というのは、正式には

出ません。9月議会前に監査委員から監査しましたという報告書が出ますので、それ

を以ってそれに対する同意をいただくというのが本来の姿ではと思います。したが

って、この会議の開催が早かったのかなと思います。 

（西中委員） 毎年同じ様に管理会が開催され同じように提案し同意をして来た経緯があ

ります。今年だけ変わった提案をした訳ではないのですが、言われてみればそうだ

と事務局も思うのなら、確認できる資料を提出して 9 月頃に決算だけで管理会を開
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催し次年度からは、管理会の開催時期をその頃にしてはどうか。 

（風隼会長） 次年度からはそうしてもらうとして、今年度はこの管理会に上程されてい

るわけですから、少なくとも平成 25年度の決算内容については、市の監査委員の監

査は終わっています。しかし、その結果が出されていないが出された段階で 9 月議

会に上程して確定するということになります。それを前提にして今日は例年通り同

意してもらうしかしかたがないと思います。 

（増尾委員） 市が 4 月中に監査が終わって、今 7 月ですがこの間に監査報告を貰えない

のですか。 

（田槙支所長）市の監査委員会は、市の全部局の監査を行っていますので、財産区だけの

監査報告を貰うということは無理です。出納閉鎖が 5月末ですので、監査は 7月 10

日に実施されたところですので、時期的にも無理です。 

（風隼会長） 今年度のところは、そういう前提で同意させていただき、次年度からは、

監査委員の監査結果を以って同意できるようにしていただきたい。それでは、同意

事項の議案第 2 号南部財産区内における土地貸付の更新についてに入ります。事務

局からの説明をお願いいたします。 

（2） 議案第 2号 南部財産区内における土地貸付の更新にいて 

（事務局）  議案第 2号南部財産区内における土地貸付の更新についてでございますが、

平成 26 年 6 月 25 日付けで、株式会社エム・シー・エスの山本文生さんから島ヶ原

財産区区有財産の借用期間の更新について申請書が提出されました。場所につきま

しては、伊賀市島ヶ原字広沢 8801の 1内の一部で地積が 70.774㎡のうち 36.301㎡

と伊賀市島ヶ原字広沢 8801番の 8で地積が 9.900㎡でございます。借用期間は、平

成 26年 10月 1 日から平成 27年 9月 30 日までの 1 年間の申請が出されています。 

    次のページには、利用計画書が添付されておりますが、利用方法は、既存事業の

継続で、事業内容につきましては、産業廃棄物並びに一般廃棄物のリサイクル処理

と堆肥の製造・販売となっていますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

（風隼会長） 賃貸借の面積は、変わらないのですね。 

（事務局）  変わりません。 

（風隼会長） 今回、賃貸期間の変更を言ってるわけですね。これまで 1 年契約は無かっ

たと思います。10年から 1年になった根拠はなんですか。 

（事務局）  伊賀市の土地貸付期間が、最長 5 年となっています。貸付料算定にあたっ

ては、土地の評価額が基本となることから、エム・シー・エスから土地の評価額を

教えて欲しいという要望があり、平成 26 年の評価額を提示させていただきました。

その中で評価額というのは、年々下がって行くと言う話がありまして、24・25 年分

も教えて欲しいという要望がありましたので提示しましたが、やはり年々下がって

いることが判明いたしました。そのようなことから、エム・シー・エスは、1年で土

地貸付の契約をしたいということで申請が上がって来たというのが経緯でございま
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す。 

（風隼会長） よろしいですか。因みに 10 年前の契約というのは、今現在のものですね。

それがいくらで、来年はどうなるのかアバウトでよろしいから教えて下さい。 

（事務局）  現在の貸付料は、2.574.000円で新契約では、プラス 60.000円で 2.630.000

円ぐらいになる予定です。 

（風隼会長） 下がるのではないのですか。 

（事務局）  最初の契約は、島ヶ原村であったため村の算定方法により算定しています。

今回は合併して伊賀市になったため伊賀市の算定方法により算定することになり、

結果的には上がったということになります。 

（風隼会長） 評価額が下がるけれども貸付料は結果的には上がるということですね。よ

ろしいですか。それでは同意することとします。それでは、議案第 3 号中部財産区

内における土地貸付についてに入ります。 

（3） 議案第 3号 中部財産区内における土地貸付について 

（事務局）  議案第 3 号中部財産区内における土地貸付についてでございますが、資料

の太陽光発電事業概要の内容について、本日前回に引き続きエナジーＪＡＰＡＮか

ら説明に来ていただいております。 

（風隼会長） それでは説明お願いいたします。 

（エナジーＪＡＰＡＮ） 資料をご覧下さい。緑とオレンジの色の付いた平面図がござい

ますが、それが現在島ヶ原地内で計画している太陽光発電所の敷地でございまして、

この中の白い部分が財産区様の土地でございます。出来ましたらその土地をお借り

するか、又は全体の殆どが岡久さんのお持ちの土地ですので計画外の土地と交換し

ていただければお互い事業を効率的に進め易いと考え本日お願いにお伺いした次第

です。 

    今現在経済産業省の認可の方も今年の 3 月に認可をいただきました。資料の経済

産業大臣の角印を押しているのがその認定書です。あと中部電力の方も連携の話が

進んでまいりまして、変電所は、この場所から 5 キロ離れます。丁度三軒家大野木

線という伊賀の市道があります。三軒家の信号を越えて直ぐ右にユーターンするよ

うな形で入り、その奥 200ｍから 300ｍに民地がございますがそこが変電所の場所で

す。 

   民地の持主にも了承を得ております。そこから 100ｍから 150ｍ離れた場所に中部電

力の鉄塔がございます。これが 77.000 ボルト、今回の発電所というのは、2.000 キ

ロワットを超えたら鉄塔に繋げなければなりませんので、一応そういう方向で中部

電力、経済産業省の了解もいただけたところでございまして一応今現在ここまで進

んでおります。 

    ただ、開発許認可に関しましては、財産区様の土地もおありなので、用地の確定

というのが、今 100％出来ておりません。開発造成図面というのがこれからになって
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来ます。事前の協議で土地が確定しましたら、すぐ島ヶ原支所、伊賀市の方を含め

まして事前の協議の相談に入って行きたいと思っております。平面図をご覧いただ

いておりますが、白い部分をお貸しいただくか、違う所と交換していただいて事業

用地として進めて行きたいのでお願いに上がった次第です。坪数ですがこの予定で

は、約 60.000 坪です。Ａ3 の色のついている図面でいいますと、緑色が山林、黄色

が農地、オレンジが雑種地、無色が財産区で全部合わせて 60.000坪となります。 

    Ａ4の写真図面がありますが、これはパネル設置図面です。パネル設置図面という

のは、全体 60.000坪の約 60％がパネル面積になりまして、当然林地開発がかかりま

すので、その周囲に緑地帯をぐるっと巻く、また、パネルも時々は洗う必要があり

ますので、その為の管理する道路そしてパネルとパネルの間に隙間がありますので、

そういうことで設置面積は、60.000坪の 60％でございます。 

    今現在、南山城村さんともこの話を進めておりまして、そこで 150.000 坪を計画

しております。その内の 15.000坪が今山区で同じように財産区のようなものがあり

まして、13日に委員さん 11名に集まっていただきまして 2回目の説明会を開催させ

ていただきました。村長さんの方へも挨拶に行きまして、今日 3 時に開発の申請願

を設計会社から提出することになっています。今のところ山城の方も事前の相談を

かけております。京都府の方へも当然相談をかけておりまして、今原発の問題もあ

りますので太陽光は賛成です推進してくださいという返事をいただいております。 

    できましたら島ヶ原地区さんと連携して太陽光の発電所を設置したいという計画

でございます。何とかお借りさせていただくか、用地の使い易いように交換をして

いただくようにお願いに来ました。何か質問等ございましたら答えさせていただき

ます。 

（風隼会長） ありがとうございました。説明の要旨はわかりました。この後審議をさせ

ていただいて、回答させていただきたいと思います。 

（エナジーＪＡＰＡＮ）追加のお願いですが、財産区の土地をどうしても貸すのも交換す

るのもだめだということになった場合、開発がかかる時に、できましたら同じよう

に造成させていただいて、境界については、岡久さんにも立会いいただいてＧＰＳ

による座標明示をさせていただいて、造成は一帯でさせていただけますとこちらと

しても非常に有難いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（大久保）  計画地につきましては、財産区さんの土地と岡久さんの土地とが入り組ん

でいて大変難しくなっております。双方共事業がしにくく以前私共が事業をしよう

とした時、財産区さんの同意がえられなくて諦めたこともあります。先ほどもお願

いしておりますが、もしお貸し願えないのなら、双方が事業出来るように交換して

いただき双方の土地をまとるようにしていただくようお願いいたします。 

（風隼会長） それも含めまして検討させていただきます。ありがとうございました。 

（エナジーＪＡＰＡＮ退席） 
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（風隼会長） それでは、3時まで休憩したいと思います。 

（会議再開） 

（風隼会長） それでは、会議を再開したいと思います。同意事項の議案第 3 号中部財産

区内における土地貸付について業者から説明を受けましたが、質問なり意見があれ

ば出していただきたいと思います。 

（増尾委員） 貸付の依頼のある財産区の土地で将来的に何か利用する計画があるのです

か。 

（田槙支所長）以前に飛島のゴルフ場の計画があり、それが取り止めになってから将来に

亘っても計画はありません。 

（増尾委員） 土地利用の計画がなければ、貸せば収入が得られるのではないか。 

（風隼会長） 財産区と岡久との境界が入り組んで非常に管理しにくくなっていることか

らこの際明確になることもいいのではないか。もうひとつは説明の中で貸付しても

らいたい、また、適当な用地があれば等価交換、代替地の話もありました、これも

一つの方法かとも思います。ましてや境界が不確定であればこの際に等価交換によ

り確定した土地を確保しておくのも将来に向けての財産管理によいのではないかと

私個人の意見としてはそのように思っております。財産区として有利な結論であれ

ば良いのではないかと思います。 

（事務局）  一番懸念されるのは、造成時に産廃等の埋め立てが行われないかという事

と、20 年経った時点で太陽光パネルが使えたとしても向こうの責任で撤去さすよう

にしておかないと、途中で相手方が潰れたりした場合財産区に残されたままになっ

てしまうのでそのあたりの検討も必要ではないかと思います。 

（西中委員） そのようなことにならない為にも、財産区の土地をそのまま置いておいた

方が監視できるのではないか。 

（事務局）  無許可でするような事業者であれば論外なことなので、貸せないけれども

取り敢えずは造成だけ認めて、それで様子をみてパネルの設置が確認出来た時点で

交換にもって行くのも一つかなあとも思います。 

（風隼会長） 南山城側はどうなっていますか。 

（事務局）  こちらに計画が上がって来た時点では、南山城村役場に聞きましたが、そ

のような話は全く聞いてないとのことでした。今回の話があった時に南山城村役場

へ行きましたが、その時は課長さんが出てくれたのですが、村長と副村長がそれら

しき話を聞いているようですが、まだ事務の方へ降りてきていないので内容につい

ては不確定ですとの回答でした。 

（風隼会長） それはいつ頃の話ですか。 

（事務局）  6月 18日以降で月末ぐらいです。 

（風隼会長） 今日の話では、今山地区に財産区のようなものがあって、11 名の委員さん

に会いました。その面積は 15.000坪です。7月 13日に申請を出しました。村長さん
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にも挨拶にいきました。そこまで行ってるということは、南山城村が知らないとい

うのはおかしいのではないか。 

（事務局）  それは今月の 13日のことなので、協議内容について南山城村にお願いして

あります。 

（増尾委員） 当該地は、どのようになっているのですか。杉とか桧とかですか。 

（事務局）  雑木林です。 

（増尾委員） 平成 26年 3月 20日に経済産業省の認可を貰ってるのですが、同じ 3月 13

日の新聞に 6 ヶ月以内にパネルの資材等の発注をしていないとか、土地の確保が出

来ていないとかがあれば認可を取り消すという記事がありました。 

（事務局）  この話を持って来た時もけっこう慌ててるようでした。去年の管理会で話

をさせていただきましたが、貸して貰えるようになったでしょうかということでし

たので、管理会後進捗状況等言ってこられなかったので、何も進めていないと回答

いたしましたところ、事業を進めて行く資金を借りる必要があるのと財産区の土地

を借用しないと効率的な太陽光発電パネルの設置が出来ないので是非ともお願いし

たいということでしたので今回の管理会に同意案件として上げさせていただきまし

た。 

（増尾委員） 国の認定取り消し要件で発電設備がないとか土地がない場合は、認定取り

消すという方針が出ました。財産区が土地を貸さなければ太陽光発電は出来ないこ

とになり認定取り消しになるのではないか。 

（事務局）  財産区が土地を貸さなくても土地はあります。ただ財産区の土地をそのま

まにしておけば太陽光を遮りまた点々としているため効率が悪くなる。しかし、計

画にあたってはまず岡久さんの土地だけで考えたらどうかというのが、今日提出し

ている図面です。しかし貸さない場合でも造成はさせてあげないと、先ほど言いま

したように日陰になりますので、その部分のパネルが使い物にならないことになる

ことから、説明の時の造成だけはさせて欲しいと言うのはそう言うことです。 

（増尾委員） 造成してしまったら財産区から手を離れてしまった状況になりますね。 

（事務局）  そこには、パネルを設置せず、境界杭若しくはフェンスで囲って管理する

ことになり、今まで不確定な杭を設置しただけでありましたが、これで明確になる

ことになります。 

（増尾委員） 先ほども言いましたが、将来的に財産区として使用する計画がなければ収

入も得られることやから貸してもいいのではないかと思います。 

（風隼会長） 仮に貸すことに同意した時に手続上どうなるのか、議会にかけるのですか。

認可日が 3月 20日ですので時間的なこともありますので調べておいて下さい。 

    売るか、貸すか、交換するかの 3 つの中から選択することになりますが、将来を

考えますと、売ってしまえばその時だけの収入だけで終わってしまうのでこれはま

ずい、したがって貸すか、等価交換の 2つになりますね。 
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（増尾委員） 交換するにも、等価交換と等積交換がありますね。等価となると評価額を

出す必要がありますから、この場合は等積でしょうね。 

（風隼会長） 今日の会議としては、売却しない。貸付けるか、交換するかの選択となり

ます。議案は、土地貸付についてでありますので貸付けるかどうかになります。 

（菊岡委員） 貸付けてもいいのではないかと思いますが、この地域は、財産区の土地は、

ぱらぱらと散在しているので、貸付けるのであれば今のままで貸付けたほうが、先

ほど西中委員が言っていたように環境問題の監視が出来るのではないかと思います。 

（風隼会長） 聞くところによるとこの件について、市長がご存知だと聞いたのですが。 

（田槙支所長）貸付要望がありますという話はさせていただきました。 

（風隼会長） それはこちらから要望を出したのか、市長にこういう議案がありますと言

いに行ったのか。市長の方から島ヶ原財産区で太陽光発電するのかという問い合わ

せがあったのかどちらですか。 

（田槙支所長）市長には、こんな話がありますと言った程度です。 

（風隼会長） それでは収入にもなることですので、貸付けということで同意することで

よろしいですか。貸付けとなると貸付料はどれくらいになりますか。 

（事務局）  該当する面積は、36.000 ㎡ですが土地の評価額で算定して貸すよりも、前

回向こうが提示してきた、経済産業省の指針である売電金額の 3％の坪当たり 240

円の方が高いと思いますのでそちらで行ってはどうかと思います。 

    金額は、2.600.000円くらいになると思います。 

（風隼会長） 財産区の土地を貸すということで同意をしたいと思いますがよろしいです

か。（異議なし）それでは、貸すということで同意することに決定いたします。それ

では、以上で報告事項 5 件、同意事項 3 件全て終了いたしましたので、これで平成

26年度第 1回伊賀市島ヶ原財産区管理会を終了いたします。ご苦労さまでした。 

 

                               平成 26年 8月  日 
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