
平成 26年第１回伊賀市大山田財産区管理会 会議録（概要） 

 

日 時：平成 26年 2月 27日（木）13:30～16:30 

場 所：山田地区市民センター 2階会議室 

出席者：（管理委員）中森会長、辻副会長、豆本、村井、福田、西尾、松本 

    （事務局）大山田支所 西口支所長、西崎、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 26年第 1回伊賀市大山田財産区管理会を始めます。支所長

は 3 月議会の延長のため遅れておりますが終了次第出席させていただきますので、ご

了承ください。では最初に会長からご挨拶をいただきます。 

会長 改めましてこんにちは。昨日は春日和でしたが今日は雨で肌寒い日となりました。皆

様方には日頃お忙しい中お集りいただきありがとうございます。今まで色々会議を行

った中で当会の持てるものを、いかに使用していくかということで協議をしてきまし

たが、今回補助金要綱の素案を作成しましたので皆さんで検討いただき決定していき

たいと思っておりますのでよろしく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。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さ

んと西尾委員さんにお願いします。 

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 それでは 5 番の協議事項でございますが、伊賀市大山田財産区における林道事業等に

対する小規模工事補助金支給要綱についてということで素案の要綱を作ってみました

ので事務局から説明願います。 

事務局 それではお手元の資料にあります補助金交付要綱の案をご覧ください。これは読み上

げたほうがよろしいでしょうか。 

会長 はい。そうですね 

事務局 
それでは伊賀市大山田財産区における大山田地域林道事業等に対する小規模補助金交

付要綱案と書いた資料を見ていただいて、読み上げます。伊賀市大山田財産区におけ

る大山田地域林道事業等に対する補助金交付要綱案 

伊賀市大山田財産区における大山田地域林道事業等に対する補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、大山田支所管内の作業道及び林道等林業用施設の補修ならび

に大山田支所管内の公共性かつ平等性に富む施設等の維持費における費用の一部

を補助し林業振興を図り合わせて住民の憩いの場を提供し伊賀市に寄与すること

を目的とする。また、補助金を申請しようとする者は、区又は団体の代表と定め、

個人による申請は該当としない。 

（定義） 



第２条 この要綱で「作業道・林道等林業用施設」とは区有林・民有林を問わず間

伐など山の保育を目的に供する林業用施設をいい、「公共性かつ平等性に富む施設

等」とは大山田管内で住民の利用又は保全維持上必要な公共的施設で次に掲げるも

のをいう。 

(１) 作業道及び林道ならびに橋等付随する構造物等の林業用施設 

(２) 林業用施設を維持するための砕石・生コンクリート等の原材料支給 

(３) 公共施設を維持するために必要な経費 

（補助金交付対象事業及び支給率） 

 第３条 伊賀市大山田財産区が支給する補助金の額は、次に定めるところによる。

ただし、伊賀市大山田財産区管理会委員が必要と認めたときは、この限りでない。 

(１) 地元負担金の100分の    以内 

1 前条第１項第１号に規定する伊賀市大山田財産区が支給する補助金の額は、次

に掲げる額を超えて支給することができない。 

(１) 林業用施設に係る工事 １事業   万円 

(２) 林業施設維持に関する材料支給 １事業   万円 

(３) 公共施設に係る工事 １事業   万円 

（交付申請書） 

第４条 事業施工者等は、補助金の交付を受けようとするときは、申請書（様式第

１号）に次の書類を添えて、伊賀市大山田財産区管理者に提出しなければならない。 

(１) 代表者届（様式第２号） 

(２) 予算書又はこれに代わる書類 

(３) 必要とする補助金を証する書類 

(４) その他伊賀市大山田財産区管理会委員が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、伊賀市大山田財産区管理者がその必要がないと認め

るときは、当該書類の一部を省略することができる。 

（着手及び実績報告） 

第５条 事業施工者は、補助金の交付を受けようとする事業に着手したときは、着

手届（様式第３号）を伊賀市大山田財産区管理者に提出しなければならない。 

２ 事業施工者等は、事業が完了したときは、事業実績報告書（様式第４号）に次

に掲げる書類を添えて、伊賀市大山田財産区管理者に提出しなければならない。 

(１) 事業の実績が明らかになる書類 



(２) 決算書又はこれに代わるべき書類 

(３) 請求書（様式第５号） 

(４) その他伊賀市大山田財産区管理者が必要と認める書類 

３ 前項の規定にかかわらず、伊賀市大山田財産区管理者がその必要がないと認め

るときは、当該書類の一部を省略することができる。 

（補助金の交付） 

第６条 この要綱による補助金の交付は事業内容及び書類検査のうえ、現地出来高

検査により補助金額を決定し、伊賀市大山田財産区管理者が必要と認めたものに交

付する。後に補助金交付申請書・代表者届け・収支予算書・位置図、写真等添付用

紙・着手届・実績報告書・請求書など提出書類の様式を付けてあります。これは建

設課等の補助金要綱を参考に作成したもので、あくまでも素案ですので皆さんの色

んな御意見を頂き修正をしていきたいと思います。 

会長 はい、それでは第１条の目的についてですが文書の中で修正したほうが良いところな

ど意見はありませんか 

委員 公共性、平等性に富む施設等の維持費の一部とは、せせらぎ運動公園とか学校とかを

含むと理解して良いのでしょうか。 

会長 その辺は解釈によりますが、財産区の定款みたいなのはありますね 

委員 林道とか作業道とかを話していますが、公共的なということは区の公民館とかも入り

ますか。 

委員 そこまでの拡大解釈はどうですか。公民館まですると地区の事になるので。 

会長 福祉関係とかはありましたね 

事務局 地方自治法の中には住民の福祉を増進するという文言があります。 

委員 公共性、平等性の施設とは何を示すのか 

委員 地区ではなくて、大山田地域全体のということにしなければいけないと思います。 

委員 表題の小規模工事の小規模を抹消して補助金交付要綱にして下さい。 

委員 林道事業ということは林業振興にかかわっていなければいけないということですか。 

委員 大山田の財産で自分の山と同じ考えでいいし、何かあったら山の木を売って必要なと

ころに当てるということなので、山の事業だけではなく広く使えるように「等」を入

れておくということでいいのではないですか。 

委員 目的の第 1条で伊賀市に寄与するというのはちょっと抵抗を感じます。 

事務局 伊賀市大山田財産区なので伊賀市ではないのですか 

委員 大山田支所管内と書かれているので、伊賀市を削除してもいいのではないですか 

委員 やっぱり伊賀市に限定しておいたほうがいいと思います 

委員 区は大字で団体は自治協とかだと思いますが、他に何がありますか 

委員 生産森林組合や学校などの保護者会も団体なのでいいのではないですか 

委員 分かりました。 

会長 第 1条はこれでいいですか。では第 2条で何かありますか 



委員 区有林と民営林はおかしいので、民有林に変更してください。 

委員 （1）の橋等の橋はなぜ橋なのですか 

事務局 構造物とは何かという説明のために例をあげてあるだけです 

委員 公共性かつ平等性に富む施設に「等」を入れたほうがいいのではないですか 

委員 どういうことで支出するかわからないので「等」を入れておいたほうが融通はきくの

で、良いと思います。 

会長 支所長がお見えです。一言お願いします 

支所長 今日は 3 月議会ということで延びており、遅れましてすみませんでした。財産区管理

委員様には日頃財産区の運営にご尽力いただいておりますことお礼申し上げます。本

日は協議事項 1 点と報告事項 3 点ございます。どうぞご意見を出していただいて提案

なり内容確認等していただきますようよろしくお願いいたします。 

会長 それでは、第 3条に進んでもよいでしょうか。 

委員 その前に第 2条の確認をお願いします 

会長 民営林を民有林に「公共性かつ平等性に富む施設」の後ろに「・・富む施設等」を入

れる。あとはこのままでよろしいか 

委員 はい 

会長 つぎ補助金交付対象事業及び支給率の第 3条にはいります。 

委員 第 3 条で決めるまでに全体的な資金繰りを考えないといけない。全体の予算額がいく

らで、どれだけを使うかにもよる。例えば 1/3は財産区山の保全に使う、1/3は将来の

ための基金を積み立てる、1/3は補助金とするというように大まかなことでいいので予

算を決めないといけないと思うので、その辺はどうですか。 

事務局 はい。歳入ですが、従来からの使用料が 6,793 千円とＨ24 年からの新規分が 5,444 千

円で合計の 12,237 千円が継続的な収入です。歳出ですがＨ26 年度は工事費 18,792 千

円の計上がありますので 24,553千円の予算となっていますが、例年では 5,000千円か

ら 6,000千円の予算を計上して運営しています。現在の基金は 15,200千円で 3月補正

に 41,575 千円の計上し基金積立金は 56,775 千円となりますが、今年度施工する予定

のシデノ木原修繕工事費の 10,580千円は台風のため形状変更が生じ発注することが出

来ませんでしたので全額減額しています。H26年度予算が 24,553千円ですので 32,222

千円が基金となるわけですが、継続的な収入としては 12,237千円となりますので、こ

の中から年間予算 5,000千円から 6,000千円を計上することになります。 

会長 工事とか何も無ければ基金で積み立てられるかもわかりませんが、そんなに大判振る

舞いを出来るだけの予算が残るわけではないということですね。 

事務局 そうですね、継続的には 12,000千円の収入ということです 

会長 契約は何年ですか 

事務局 17年契約です 

会長 17 年位が施設の対応年数と考えて、再稼動した場合は更新ということになるわけで、

土地は貸し付けているのだから、再契約をすることになるわけですね 

事務局 資金としては、そういうことですので、今は立ち木補償で基金積立金はありますが、

今年度だけであるので、継続的な 12,000千円の中での運営を考えなければいけないと

思います。 

委員 ということは使える金額は 5,000 千円から 6,000 千円くらいしかないということです



が、その内少しでも積み立てをしていかないといけないと思います。 

事務局 財産区有林本体の工事は全額負担になるわけですから、基金も積み立てていかなけれ

ばならないと思います 

委員 結局 6,000千円の分をどれくらいを補助金として支給するかということです 

委員 災害とかあったときには困るので、やはり積み立てていかないといけないと思います。 

事務局 今年度はシデノ木原の災害があって、工事が出来ずＨ26年度で再度計上していますが、

ここも、下の方の工事が出来ないので中々現場まで行くことは出来ません。設計のや

り直しをしてもらうように依頼もしているのですが、今のところは進んでいませんが、

工事費計上額は大きいです。もし次年度 26年度で工事発注が出来ないようであれば今

後は時期を見直す必要があると思われます。 

会長 基金を積み立てているのも 24年度は 1,200千円、その前は 2,100千円である 

委員 基金はある程度残さなければいけないと思うが、予算で残った分を基金に積み立てれ

ばよいのではないか。 

委員 災害などのことを考えたら基金の積み立ては考えていかないといけない。 

委員 以前は間伐には費用が必要であったが、今は伊賀森林組合が間伐の関係等で還元して

いるので費用は要らないようになっている。 

委員 林道の新設には森林組合の色んな事業を使っていけばいいが、林道でないところにつ

いては助成金が無いので全額の事業をしていかないといけない。災害があれば修繕も

必要である。林道の新設時は何らかの制度はあるかも知れないが、改修になると何も

補助的なものはないので、ある程度の予算を持っておかないといけないと思う。 

委員 島ノ川・高尾谷・坂下など 65,000千円の 10％の負担になるのなら、かなりの額になっ

てくる。 

委員 事業費の何％というより負担金の何％にしておかないと、市が当然しなければいけな

い物まで請求されても困るのではないか。 

事務局 地元負担金の何％とするということですね 

委員 そうすると、２項の国、県、市の補助事業には支給しないというのはどうなるか 

委員 補助事業で地元が半分も負担しなければならない事業は無いと思うので、削除で良い

と思います。 

委員 市の管理林道であれば地元負担金はいらないのではないですか 

事務局 田代・子延線、霊山林道についての地元負担金はいりませんが、他の林道は地元負担

が発生します。 

委員 奥馬野はどうですか 

事務局 馬野線は市道ですので負担金は発生しません 

委員 補助金のある事業については助成しないということであれば、今の事業では助成しな

いということになるのではないですか。その辺をきちんとしておかないといけないと

思います。 

委員 そうですね。そうすると地元負担金の何％くらいにしておくのが良いのでしょうか。 

会長 事業費を地元負担金に換えるのであれば２の項は削除しましょうか 

事務局 そうすると３番の項も要りませんね 

会長 ２項、３項は削除をしてもらって、限度額は設定しなければいけない。 

委員 そこで、予算の事となります。12,000千円の収入で当年 6,000千円の予算として 6,000



千円のうち 2,000千円を積み立てて 4,000千円を助成するのか、3,000千円の積み立と

3,000 千円の助成とするのか決めておかないと、今回のように災害で事業費 10,000 千

万、20,000 千万の工事をしようとすると、積立金もすぐに無くなってしまう事になる

ので、その辺の事も考えなければならない。均等に100千円ずつ助成するにしても2,400

千円になる 

委員 財産区の山に行く道が壊れたときは市の補助はないのですか。 

委員 市の認定している林道であれば補助はあるけれど作業道はありません。 

委員 そういうところは今までからも財産区で行っています。 

委員 事業をするといくらかの地元負担金を出さないといけないので、その補助はどれくら

いにしていけばいいですか。 

会長 一番大きいところでいくらですか 

事務局 中馬野の 6件で 52,000千円です。 

委員 60,000千円として 2割 5分として 1,500千円かかる事になります。 

事務局 この資料についてはあくまでも査定を受けた金額であり、別資料に一覧していますよ

うに、査定にかからない小規模の箇所や土砂崩壊のみで工事でない箇所、また地域で

対応をしてもらわなければいけない箇所もありますが、査定を受けられる箇所は漏れ

なく通過したとの報告をもらっています。当然 1割負担もあるという事での結果です。 

会長 激甚災害では負担率は違うのではないか。 

委員 いつも激甚災害になるとは限らないので、基本的には通常の災害での負担金助成を考

えておく必要がある 

委員 対象物件事で違うかもわからない。林道認定をされているのとされていないのでは率

も違うのではないですか。 

事務局 そんな事はないです。林道でないところには補助はありませんし、申請してもらって

も受けるところがありません。 

会長 この 3 条についてはちょっとおいて置いて次に 4 条の申請書類関係についてはどうで

すか。 

委員 申請は管理者に提出という事ですが管理会ではないのですか。 

事務局 管理者に提出された案件は管理会にて決定していただく事になります。管理者は伊賀

市長です。 

会長 4条はこれでいいですか。 

委員 4条の 3項の補助金を証する書類とはどういう書類でしょうか 

事務局 事業費の金額に対して地元負担金がいくらかという市からの納付書等金額が明記され

ている書類で、地元負担金を確認した上で決められた率を補助するという事になると

思います。 

委員 地元が出合とか、地区で工事をする場合は材料支給になるということですか。 

委員 地元が事業主体で工事をすることはないと思います。 

委員 たとえば地元から林道工事の申請を農林振興課へ提出すると、積算・設計・施工とし、

地元負担金が確定し、できた事を確認して財産区で決めた補助を出すという事になる。 

実績報告書は市に提出する書類のコピーをもらうという事ですか 

事務局 はい。 

委員 実績報告書も出してもらうのですか 



委員 それは申請するときは設計の事業費で申請するけれど実際に入札して工事をすると金

額も変わってくる。実際の金額を確認しないといけないので実績は出してもらわない

と確認できないから必要です。 

委員 地元施工であれば賃金まで出せないので材料支給になる。地元で請負に出しても補助

金は出せない 

委員 その場合材料は出せるのか 

委員 材料でも数量によるし、場所にもよるし確認しなければいけないと思う。 

事務局 災害のときの地元負担金は 10％で激甚災害の場合は補助率も変わるので一概には言え

ないとのことです。 

委員 という事は最高で 10％を見とけば良いという事で、10％より多くなる事はないという

ことですね。作業道は市の単独で補助はあるのかな 

事務局 作業道はありません。何処からも補助はありません 

委員 市単独もないのですか 

事務局 ありません。以前でしたら作業道には上に財産区の山があるところにだけの補助を交

付していたところ、今回の要綱を作る事によって財産区の山がなくても大山田管内の

公共的なことに対して補助金を交付できるようになるという事です。 

委員 全体で 10％となると 5,000千円ほしい事になる 

委員 作業道で負担金のないところで事業するときは、事業費のいくらかというのを出して

もいいし材料支給でということでもいいのではないか 

会長 第 3 条については地元負担金という事に変更して、もう一度しっかり考えて次回まで

に調整しましょう 

委員 財産区の山があるところについては、補助金に上乗せしていくのかどうかも考えなけ

ればならないと思う 

会長 猿野区の場合は大山田時代のこともあり他地区とは別に考えてもらわないといけな

い。第 3条については保留しておいてちょっと考えましょう 

事務局 ご意見を頂きたいです 

会長 第 4条はこのままでいきます。第 5条は実績等ですのでこのままでいきましょう 

委員 そうですね 

会長 第 6条ですがどうですか 

委員 出来高検査というのはどういうことですか 

事務局 完成検査です。委員さん全員に検査に行ってもらうという意味ではありませんが、完

成した事を確認するということです 

委員 申請したものと出来たものが違ってはいけないし数量や金額も確認は必要ですしね 

会長 はい、では第 3条だけもう一度検討という事でよろしいか 

委員 はい 

会長 では報告事項に入りますので、事務局説明してください 

事務局 先日森林組合と現地を歩いていただきました西教から剣谷線の計画ですが、4月末まで

待ってほしいとの連絡がありました。資料はありませんが施工は 26年度中に実施する

との事です。また災害の進捗状況ですが、3月中の契約繰越で約 7割程度は発注の予定

との返事をもらっていますが、業者の都合もあるので施工は少し遅れるであろうとの

事です。発注の件数ですが特に馬野地域では件数が多いので 150ｍ以内であれば 1件と



数えていますので報告を頂いてある件数とでは合致しません。又発注については入口

の方からとなっていきます。業者も限られていますし市道、農道、農地の災害も多い

のでどうしても遅れていくと思われるとの報告をもらっています。 

次に、青山高原ウインドファームから擬木柵設置の依頼がありました。今回の台風で

東海自然歩道に面する榊原財産区の法面崩壊があったため改修工事を行うそうです。

それで、大山田財産区側の法面を予防柵として延長 30ｍと 40ｍで 2箇所、高さ 110cm、

20cm ピッチでの擬木柵を設置したいとの申し出がありました。施工時期は 4 月頃にな

るとの説明でした。三重県農林保全課・緑資源にはすでに連絡をしてあるとの報告も

もらっています。部材については別紙図面のとおりです。経費についてはウインドフ

ァームで全額負担です。東海自然歩道の関係であるため県からは大山田財産区の承諾

書がほしいとのことでしたので承諾書はすでに提出させてもらっています。 

委員 土砂崩壊の箇所はありましたか 

事務局 伊賀市側にはないのですが東海自然歩道に崩れた場合危険であるための予防です。 

会長 はい、ではその他の項で何かありますか 

事務局 森林国営保険の更新をいたしました。書類については後ほど決裁を頂きますのでご覧

ください。 

委員 剣谷はないのか。 

事務局 これも更新時期があって今回は 2 個の更新で金額にして 33,779 円と 86,636 円で合計

120,415円です。保険証書番号は 3個あります。 

委員 わかりました。 

会長 はい、では補助金関係３条について皆さんで検討いただいて、次回にまたご意見を頂

くとして、本日は長時間ありがとうございました。 

事務局 ありがとうございました。これをもちまして第 1回管理会を終わらせていただきます。 
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