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平成２５年度第３回伊賀市島ヶ原財産区管理会議事録 

 

開催日時    平成２６年２月２０日（木）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４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、久米 

 

１．開会 振興課長 

定刻でございますので、只今から平成２５年度第３回伊賀市島ヶ原財産区管理会を開 

 会いたします。委員１名の欠席を聞いておりますが、管理会条例第７条の規定によりま

して、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 

失礼いたします。着席のままご挨拶申し上げます。みなさんこんにちは、昨日は２４

節気の雨水という日だということでございまして、広辞苑によりますと雨水とは、雪が

溶けて水になる季節であると言われておりますが、いまだ寒い日が続いております。お

体に充分ご留意を賜りたいと思います。 

本日は、平成２５年度第３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、

多数のご出席有難うございました。会議が成立いたしておりますので、このまま会議を

開催して参りたいと思いますので審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

３．支所長あいさつ 

改めまして委員のみなさんこんにちは。本日は、平成２５年度第３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、委員のみなさん方には大変お忙しいところご出

席を賜りまして、本当にありがとうございます。平素は、伊賀市行政全般に亘りまして

いろいろとご協力いただいておりますことにつきまして、この場をお借りいたしまして

厚く御礼申し上げます。 

さて、本日提出させていただきます案件につきましては、報告事項３件、この内報告

第１号の県施業工事の進捗状況につきましては、県の農林事務所の方から課長以下３名

の方々に来ていただいております。また、報告第２号につきましては、三国塚林道開設

工事の進捗状況についてということで、本庁の農村整備課の担当の方に来ていただいて

おりますので、それぞれこの後説明をいただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

また、同意事項は２件ということで、これにつきましては、この２月２７日木曜日か
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ら３月２５日火曜日までの、２７日間を会期に３月定例議会が開会されます。この３月

議会に提出させていただきます、平成２５年度の補正予算並びに平成２６年度の当初予

算をこの後参事から説明させていただきますので、同意をいただきたいと思いますので

何卒よろしくお願いいたします。いずれにいたしましても、お忙しい中ご出席をいただ

きましたことにつきまして御礼申し上げ大変簡単ではございますが、開会に際しまして

のあいさつとさせていただきます。本日は誠にご苦労さまです。 

 

（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たいと思います。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。前段で申し上げましたように、本日の出席

委員は、６名でありまして会議は成立いたしておりますことを申し添えたいと思います。 

 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。 

 それでは、会議次第４会議録署名委員の指名につきまして、会議録に署名いただくお二

人を私からご指名申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 

よろしいでしょうか。（異議なしの声あり） 

 それでは、大変恐縮ですが、今回の会議につきましては、増尾委員と菊岡委員にお願い

したいと思いますのでよろしくお願いいたします。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議事に入らせていただきます。報告第１号県施業工

事の進捗状況について、事務局から説明をお願いいたします。 

（１）報告第１号 県施業工事の進捗状況について 

（事務局）  それでは、報告第１号県施業工事の進捗工事について、三重県伊賀農林事

務所森林・林業室森林保全課より報告いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

（吉川課長） 伊賀農林事務所森林保全課長の吉川でございます。それでは、県施業工事

の進捗状況についてでございますが、本年度島ヶ原の大谷地区で治山ダムを

施工させて貰っています。平成２４年度の補正予算で現在施工中でございま

すが雪が多くて苦労いたしておるようでございます。ケーブルクレーンを利
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用した施工でございます。この工事を実施するに当たり第１回の管理会にお

いて、桧尾の池の手前の道を貸していただいて資材搬入に利用したいと、ま

た、崩落箇所を復旧しながら利用したいのでよろしくとお願いいたしました

が、工事発注いたしまして建設業者がクレーンを張る位置について思ってい

た位置より手前の現在の位置が最適ということで、申し上げていた道路の補

修が出来なくなったことをお詫び申し上げます。 

       なお、同じ谷の上流に平成２６年度も谷止工１基を施工したいと考えてお

りますので、その計画も踏まえて後ほど担当者から説明いたしますのでよろ

しくお願いいたします。 

       また、島ヶ原字観節で森林の整備をさせていただきまして、保安林の本数

調整伐を実施させていただきました。保安林の立木の密度を管理する事業を

させていただきましたので、これも併せて担当者の方から説明させていただ

きます。 

（森林保全課）森林保全課の久米といいます。それでは説明させていただきます。資料の

計画平面図の真ん中当たりの№５治山ダム工を今現在やっております。先程

課長が言いましたように、雪の影響で若干遅れておりますが、年度内に完成

する予定となっています。資料の写真⑧は、昨年の１２月下旬の状況です。 

       次年度平成２６年度は、資料⑨の№６治山ダム工を計画しています。次の

図のとおり施工いたします。続きまして二枚目の架設計画図を見て下さい。

一番下の線が今現在のケーブルクレーンの架設で、写真⑤、⑥、⑦がその架

設状況です。平成２６年度ですが、一番上の赤線が予定している架線ですが、

今回のように状況によっては変わることもありますので、今回も一トン土嚢

を積む計画をしておりますが、変更することもありますのでご了承下さい。    

以上で大谷治山ダム工の説明を終わります。 

 続きまして保安林改良事業の保安林本数伐ですが、資料の濃く塗ってある

ところと薄く塗ってあるところがありますが、間伐の区域の違いを現してお

りまして、これらの区域で間伐を実施しています。次の写真は、間伐の実施

状況です。以上で、県施業工事の進捗状況についての説明を終わります。 

（風隼会長） 只今の報告について、ご質問等ございますか。 

（風隼会長） 今の説明は、治山ダム工事と間伐の二つあったと思うのですが、それぞれ

事業が違うのですか。 

（森林保全課）谷止工である治山ダム工は、民有林補助治山事業で、間伐は、保安林改良

事業です。 

（奥永委員） ケーブルクレーンの資材等の集積場所は何処になりますか。 

（森林保全課）現在の積み込み場所は、桧尾の池から大沢池までの作業道がありますが、

桧尾の池に近い所の広場を利用させていただいております。 
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（風隼会長） よろしいでしょうか。それでは、報告第２号三国塚林道開設工事の進捗状

況について事務局から説明をお願いいたします。 

（２）報告第２号 三国塚林道開設工事の進捗状況について  

（事務局）  それでは、報告第２号の三国塚林道開設工事の進捗状況について、伊賀市

産業振興部農村整備課より報告いたします。 

（農村整備課）失礼いたします。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。いつもは、課長が出席してご挨拶をさせていただいているのですが、

本日は、広域議会が重なりましたので、失礼をさせていただきましたことを

お詫び申し上げます。 

       それでは、三国塚林道開設工事の進捗状況についてご説明させていただき

ます。お手元の資料には、計画書、年度割り図、三枚目以降には平面図を添

付させていただいております。 

       一ページ目の計画図から説明いたします。平成２５年度は、林道開設補助

事業ということで、３６，０００，０００円の事業費で工事の方を進めさせ

ていただいております。来年度２６年度につきましては、前回出席させてい

ただいた時に、２６年度予算ということで、補助事業費２２，０００，００

０円の残事業でお話させていただきましたが、最後の区域になってから転石

等がありｍ当たりの単価がアップしているような箇所に取り掛かっておりま

すので、来年度の予算として４２，１００，０００円を要望させていただき

ました。いずれにいたしましても、来年度が最終年度となっていますので、

なるべく安い工事費にするのが当然のことですが、抑えた中で工事を進めた

いと思っております。 

       平面図（１）からご覧下さい。青色で着色している部分がすでに道路とし

て完成をいたしておる所でございまして、平面図（１）の左上が、三国越林

道からの進入箇所になってございます。青色の部分が続いておりまして、次

のページの平面図（２）という所でピンク色に着色した部分に変わっており

ます。このピンク色の部分が昨年平成２４年度の繰越で平成２５年度に開設

を終えた部分でございまして、平面図（３）のクランク状の山の一番高い所

にさしかかっておりまして、直角カーブを二つ超えた所で、平成２４年度の

工事を完了させていただきました。現在の平成２５年度の工事につきまして

は、黄色い部分の工事をさせていただいております。今のところは、掘削工

を終えたところで、いよいよ構造物をというところで先般からの大雪で雪を

塩化カルシウムで解かす作業で本体工事の方は若干遅れているような状況で

すが、何とかうまく行けば今年度中に道路の形は完成出来るかなと思ってお

ります。一部お金の方を繰越しさせていただいて２６年度にかかるんですが、

路面工を引き続きさせていただき、来年度の４月か５月頃には、２５年度の
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工事を完了させていただきたい。 

       残りますのは、平面図（４）の緑色の区間でございますが、ようやく終点

が見えてきた状況です。来年度につきましては、うまく国、県からの予算が

我々の要求したとおり付けば、来年度の今頃には、終了の報告が出来るので

はと思っております。現在の進捗状況と来年度の予定についての報告は以上

でございます。 

（風隼会長） 只今の報告について、質問等ございますか。 

（増尾委員） ２５年度の予算は、３６，０００，０００円ですが、繰越しをして完成が

来年の４月、５月ということですか。 

（農村整備課）今現在施工中の平成２５年度の工事については、今年の４月、５月には、

終わる予定をしております。 

（増尾委員） 来年度は、予算がつけば全ての工事が、来年の今頃には完成ということで

すか。 

（農村整備課）はい、そのとおりです。 

（風隼会長） 予定どおり行けば平成２６年度で全て完工ということですね。また、コン

クリート舗装まで終われるわけですね。 

（農村整備課）はい、そういうことです。前回出席させていただいた時に、もしかしたら

舗装できないかも知れないと言わせていただいたと思うのですが、今年度会

計検査を受けた中で、路面工について今までどおり行けることになったので、

最終的には、全線コンクリート舗装ということで思っています。また、雨に

弱い土質ですので、どちらにしてもそういう措置をしないと一回の雨で通れ

なくなることもありますので、コンクリート舗装が必要かなと思っておりま

す。 

（増尾委員） この事業の国・県の補助割合はどうなっていますか。 

（農村整備課）国が４０％で県が２５％となっています。 

（風隼会長） それでは、次の報告第第３号南部財産区内における貸付地についてに入り

ます。事務局からの説明をお願いします。 

（３）報告第３号 南部財産区内における貸付地について 

（事務局）  それでは、報告事項第３号の南部財産区内における貸付地についての報告

をいたします。 

       昨年の１１月１３日付けで株式会社道山から現在土地賃貸借契約をしてお

ります土地を、平成２６年３月３１日をもって契約解除の依頼がありました

ので、契約解除いたしたいと思います。 

       なお、当該地については、新たに賃貸借契約を希望しているとのことであ

るが、新規貸付希望者から連絡が無いため、（株）道山に原状復旧の必要があ

る旨連絡済みです。また、平成２５年度分の賃貸料については、収入済みと
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なっております。資料３に添付しておりますのは、当該賃貸借契約書です。

以上でございます。 

（風隼会長） 現在財産区内の所有地を株式会社道山に貸し付けている事案について、株

式会社道山から平成２６年３月３１日をもって返還したいということで、こ

の賃貸借契約書の一番最後のページの第１６条にあります原状回復が問題に

なってくるということですね。現在貸しているのは、最後に添付している図

面でいいますと、黄色に塗った部分と茶色に塗った部分ですね。 

（事務局）  黄色の部分の井戸と書いてある左側に斜めに破線が入っている右側部分と

茶色の部分が貸付地となっています。 

（風隼会長） 殆どが工場で財産区の貸した土地には、コンクリを塗ったり、井戸を掘っ

たりしているわけですが、この契約上で行きますと返されるのであれば原状

回復して貰う必要があります。元々山林であったと聞いておりますから、植

林もしてもらうことになります。 

       いずれにいたしましても現地確認も必要かと思いますので、振興課で企画

していただいて委員全員といかないまでも一度視察したらと思いますのでよ

ろしくお願いしたい。当該地は、聞くところによりますと競売にかかったの

ですが、そこから新規貸借の依頼があったらどうするのですか。 

（事務局）  新規業者の内容にもよりますし、依頼あった場合はよく調査をし貸し付け

る場合は、管理会の同意も必要ですのでその節はよく審議賜りたいと思いま

す。 

（風隼会長） 関連ですが、キンキパートナーズの件で何か進捗はないのですか。 

（事務局）  その後向こうから何も話はございませんが、昨年の感謝祭に行かせていた

だいた時に、有馬専務からどうしても必要だと言う話がありましたので時期

は分かりませんが確実に話はあると思いますので、その時は委員の皆さんに

ご審議をお願いいたします。 

（風隼会長） それでは、次の同意事項の議案第１号平成２５年度伊賀市島ヶ原財産区特

別会計最終補正予算の要求についてを議題といたします。事務局の説明をお

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最終補正予算要求について 

（事務局）  只今議案となりました議案第１号伊賀市島ヶ原財産区特別会計最終補正予

算の要求につきまして説明いたします。 

       今回の補正予算につきましては、事業全般に亘る決算見込みを踏まえまし

て、各経費を精査いたしまして必要な補正を行うというものでございます。 

       歳入歳出予算の補正では、当初の歳入歳出予算の総額２７，８７７，００

０円からそれぞれ１，４６９，０００円を追加し補正後の歳入歳出予算の総
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額を２９，３４６，０００円とするものでございます。それでは、歳入から

ご説明申し上げますので、資料４歳入１ページをご覧下さい。 

       第１款財産収入第１項財産運用収入第２目利子及び配当金では、６，００

０円の増額、第２項財産売払収入第１目不動産売払収入では、６５，０００

円の増額、第２款繰越金第１項第１目繰越金では、前年度繰越金が確定して

おりますので１，３８３，０００円を増額しまして、第３款諸収入第１項第

１目預金利子では、１５，０００円を増額しようとするものであります。 

       続きまして歳出につきましてご説明申し上げます。つぎの歳出１ページを

ご覧いただきたいと思います。 

       第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費で３，８１６，００

０円を増額いたしております。この内訳につきましては、備考欄記載のとお

りですが、その主なものは、共済費で７，０００円を増額、賃金で３０５，

０００円を増額、財産区基金積立金で４，５７０，０００円を増額し、繰出

金では、三国塚林道開設工事負担金の減等により１，０６６，０００円を減

額いたしております。また、第２款財産費、第１項財産造成費、第１目財産

区有林造成費では、２，３４７，０００円を減額いたしております。その内

訳につきましては、備考欄記載のとおりですが、その主なものは、賃金で財

産区有地の境界確認時の刈り払い作業のため、１，２５６，０００円を増額

し財産区有林造成事業の財産区森林整備業務委託料３，３０００００円を減

額し、備品購入費で草刈機、チェンソーを購入のため１５０，０００円の増

額をいたしております。以上で議案第１号平成２５年度伊賀市島ヶ原財産区

特別会計最終補正予算の要求についての説明とさせていただきます。 

 よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。なお、ご同意いただきま

した後は平成２６年伊賀市議会の３月議会に上程いたします。以上でござい

ます。 

（風隼会長） 只今の平成２５年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計最終補正予算の要求につ

いての説明について何かご意見ご質問ございませんか。 

（奥永委員） 備品購入費で１５０，０００円補正していますが、これで草刈機とチェン

ソーが買えるのですか。 

（事務局）  それぞれ一台ずつ購入しております。 

（奥永委員） 小さいエンジンでいいのですか。 

（事務局）  旧村製材の物もありますし、あまり大きなエンジンの物を使うことはあり

ません。 

（風隼会長） 基金の積立金が、４，５７０，０００円増えておりますが、容易に使えな

い基金に積み立てるより、他になにか必要なものが無いのですか。 

（事務局）  今年度につきましてはありません。 
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（風隼会長） ２５年度では無いということですね。分かりました。 

（増尾委員） 備品購入費で草刈機とチェンソーを購入したということですが、当初予算

額が０円だということは、所有している物が壊れたということですか。 

（事務局）  修繕費を一部みてあったのですが、修繕が不可能ということで修繕費から

流用いたしまして、購入させていただきました。 

（風隼会長） よろしいですね。それでは、特に意見が無いようですので、議案第１号平

成２５年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計最終補正予算の要求について同意す

ることとしてよろしいですか。 

（委員）   異議なし。 

（風隼会長） それでは議案第１号について同意することといたします。ありがとうござ

いました。次に同意事項議案第２号平成２６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します。事務局からの説明をお願いいた

します。 

 

議案第２号 平成２６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 

（事務局）  それでは、只今議題となりました議案第２号平成２６年度伊賀市島ヶ原財

産区特別会計当初予算の要求につきまして説明させていただきます。 

       この同意事項につきましては、前回の第２回管理会で同意をいただいたも

のでございますが、一部内容に変更が生じましたので変更部分のみ説明をい

たします。資料５の歳出１ページでございます。第１款総務費、第１項総務

管理費、第１目一般管理費財産区積立金では、７，１６９，０００円を８，

６４１，０００円に、一般会計繰出金では、三国塚林道事業償還金３４３，

８００円を３０７，９４５円に、島ヶ原会館耐震事業分５，１５７，０００

円を３，９２１，０００円に、台風１８号による奥田地内の道路災害復旧工

事負担金２００，０００円を０円にそれぞれ変更させていただきたいと思い

ます。三国塚林道事業償還金につきましては、一番最後に添付させていただ

いております、三国塚林道開設工事償還計画表の平成２６年度の単年償還金

３０７，９４５円でございます。島ヶ原会館耐震事業分の３，９２１，００

０円でございますが、総額工事費が９７，７１５，０００円かかります。そ

こから社会資本整備総合交付金１９，３９４，０００円を差し引いた額の、

９５％が合併特例債でその残額３．９２１，０００円が一般会計繰出金とい

うことになります。それと台風１８号による災害復旧工事負担金０円という

ことでございますが、これについては、平成２５年度の繰越工事となること

から当初予算から繰出金を０円とさせていただきました。以上で説明を終わ

らせていただきます。よろしくご同意賜りますようお願いいたします。ご同

意いただきました後は、平成２６年伊賀市議会３月議会に上程いたします。 
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（風隼会長） 説明の中で島ヶ原会館耐震補強工事の総額が９７，７１５，０００円で繰

出金が３，９２１，０００円に変更になったのはどのような理由ですか。 

（事務局）  当初概算設計額が、１０２，８５７，０００円で予算査定で９７，７１５，

０００円になりましたことから、繰出金も変更になりました。 

（風隼会長） この件につきましては、第２回の管理会で同意をしていることの一部変更

ということでございますので、これで同意をしたいと思いますがよろしいで

しょうか。 

（委員）   異議なし。 

（風隼会長） それでは、同意することといたします。次に次第第６その他に入りますが

委員さんの方からありませんか。 

（管守人）  県の治山事業で受光伐等の間伐材や治山ダム工事による除伐材の有効利用

について考えてはどうかと思うのですが。 

（風隼会長） 北部山林は、昭和３０年代に植林したと聞いておりますが、かなり良い物

があるはずです。昨年から治山ダムによる杉等の木材が出ているはずですが

どのようにしたのですか。 

（事務局）  まちづくり協議会の産業生活部会からの提案もあり大谷の№２治山ダム工

事により伐採した、杉、桧、松については、ケーブルクレーンで下へ降ろし

ていただき、民有林については地権者に財産区分については、ホヅプロに引

取っていただき有効利用していただきました。 

       また、今回の№５治山ダム工事によるものについては、上から資材を搬入

するケーブルクレーンということもあり、杉３０本をホヅプロに売却いたし

ました。今回のようにケーブルクレーンがあればそれにより集積することが

できるのですが、運搬する手段がなければ費用が木本体価格より掛かり、有

効利用も出来ないものと考えます。 

（増尾委員） 今平成２６年度予算を上程していますが、作成するのは何処ですか。 

（事務局）  事務局が行います。 

（増尾委員） 事務局が作成して、会長に見て貰って管理会の同意を得るということです

ね。作成の時期はいつごろになりますか。 

（事務局）  当初予算の策定時期は、毎年９月から１０月になります。それから市長の

ヒヤリングを受けます。議会でいいますと、当初予算は、３月議会に上程す

ることになります。 

（増尾委員） 予算等の議決権というのは、この管理会ですか。 

（事務局）  管理会は、同意権で議決権は議会となります。 

（増尾委員） ３月議会に上程して議決があって決定となるわけですね。 

（事務局）  そうです。 

（風隼会長） それでは、他に無いようでございますので本管理会に付議されました案件
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は、全て終了いたしました。従いましてこれを持ちまして平成２５年度第３

回伊賀市島ヶ原財産区管理会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

平成２６年３月  日 

 

議事録署名 

（会  長）                                
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