
平成 26年第３回伊賀市大山田財産区管理会 会議録（概要） 

 

日 時：平成 26年９月２日（火）13:30～16:00 

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、豆本委員、村井委員、福田委員、西尾委員、 

    （事務局）大山田支所 福永課長、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 3回伊賀市大山田財産区管理会を始めます。 

支所長は議会出席のため欠席させていただきます。 

会長、よろしくお願いします 

会長 稲刈りもまもなく始まろうとする本日、財産区管理会にお集まりいただきましてあり

がとうございます。先日より西教から剣谷の作業道に伴う現地調査や布引の森の不法

投棄撤去にと、ご協力をありがとうございました。布引の森の案内板等完了しました

ので、写真を見ていただきながら報告をしていただきます。又議事である財産区補助

金につきましては何度か検討をいただきながら進めて参っております。本日の議事で

もありますように充分検討いただき、より利用してもらいやすい要綱を作って行きた

いと思っておりますので、最後までご協議よろしくお願いします。 

事務局 ありがとうございました。次に支所長に代わりまして福永課長より挨拶を頂きます。 

課長 改めまして、こんにちは。支所長が同席させてもらうのが本来ですが、今日から９月

の定例議会が始まりまして午後から全員協議会もあるとのことで欠席させていただい

て居ります。日頃は財産区の関係でお世話いただきありがとうございます。また先日

は布引の森の不法投棄の撤去作業をしていただき、また台風１１号の被害箇所の現地

確認などもしていただきありがとうございます。本日の議題にもありますとおり布引

の森の案内板も設置していただき、青山高原ウインドファームからの被害報告等も来

ておりますので、それも合わせまして協議事項等ご審議頂きますようお願いします。

簡単でございますが挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

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福田委員さ

んと西尾委員さんにお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

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。会長よろしくお願いします。 

会長 それでは協議事項でございますが、西教から剣谷作業道の一部変更ということで森林

組合から出席いただいていますので、議事に入る前に先に説明を頂きます。 

森林組合 伊賀森林組合 増田でございます。日頃は森林組合事業に対しましてご協力、ご理解

をいただきありがとうございます。また、本日は貴重なお時間を頂きありがとうござ

います。また、先日は雨の中現地確認をいただきお疲れさまでございました。西教と

剣谷への作業道については計画とおり進めさせていただく予定で着手いたしましたと

ころ、土質や勾配を考えますと一部ルートの変更させていただくのが安全・安心な作

業道を施行できると考えますのでご説明と選木作業の報告をさせていただきます。詳

しくは担当の遠藤よりご説明申し上げます。 

森林組合 伊賀森林組合の遠藤です。よろしくお願いします。 



早速ですが皆様にお配りさせていただきました、提案型集約化施業変更計画案としま

した資料でご説明させていただきます。先に増田からもありましたとおり、林道につ

きましては計画とおり着手し選木につきましても完了したところであります。その中

で作業道ですが本線 A-1 は A-5 の先の急な谷を蒲団籠工で進んでいくとの説明を現場

ではさせていただいていますが、地質的に強度が確認できず、雨が降ると崩壊しやす

い土質であると予想されることから迂回する形の路線で線形を変更したいと考えてい

ます。資料の黒色でお示しさせていただいたルートを、緑色でお示ししたようにヘア

ピンカーブで尾根のところを進んでいきまして最終 A-5 の方向に向かって行くという

ように変更していきたいと思っています。 

次頁に変更させていただきたいルートの写真をお示しさせていただいています。 

長い間使っていく道であるということと、安全面を考えますと変更ルートを採用して

行きたいと思っています。又、選木については鹿にやられている木を優先的に行なっ

ており作業はおおよそ終了したかなと思っています。 

会長 ありがとうございます。今説明いただきましたが何か委員さんの方でご意見、質問等

ありましたら、どうぞ 

委員 選木してもらった後は管理人が確認に行くのですか 

課長 過去は管理人も一緒に会議をしていたのですが、委員の皆さんで現地確認をしてもら

ったと聞いておりますが 

会長 管理人さんには連絡を入れてもらっていますか。 

事務局 管理人さんには選木テープを記したところで現地確認してもらっています。あとの確

認をどうするか連絡しましたが、それで良いとの返事をもらっています。 

会長 鹿の被害が多いところから抜いてもらうということですし、２回歩いて見てもらって

いる管理人さんもいてくれますので、現地はこれで結構です。 

委員 路線の緑で日中友好の森方向に来てＵターンしているところは、何処に接点があるの

ですか。 

委員 青の分岐の所とカーブのところですか。 

森林組合 カーブと青とは接点はないです。現場の状態次第ですが。 

委員 青を止めて本線を使うということですか。A-5の谷が急ということですね。 

森林組合 はい。現場に合わせてなるべく本線を利用した形で進めさせていただきたいと考えて

います。 

委員 これで間伐はどれくらいですか。 

森林組合 当初の計画から比べますと７割から８割です。 

委員 A-2の谷は間伐できないということですね。 

森林組合 かなり急ですので持ち出しは難しいかと考えています。 

委員 と言うことはチップですか。 

森林組合 なるだけ用材にでも出して行きたいと考えていますが、一部はチップになります。 

会長 専門化が見てくれて進める中で大きな変更が無い限り、少々の変更は現地に対応して

随時行なって頂いて結構です。長期に対応できる道を作ってもらわないといけないの

で、よろしくお願いします。   

委員 作って直ぐ壊れるようでは困るので、よろしくお願いします。 

会長 それでは森林さんの説明はこれでよろしいでしょうか。 



委員 はい、意義ありません。 

会長 それでは本題の方へ入らせていただきます。協議事項で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についてですが、今迄から再三会議に

かかっています事項でありますが、大きく変わったところはありますか。事務局お願

いします。 

事務局 特に大きな変更はないと思っていますが、文書法制でのチェックをしてもらった物を

今回付けさせていただきました。 

会長 これは議会に上程するのですか。 

課長 議会への上程はありませんが、決裁はあげていきます。 

会長 財産区は、財産区のお金を勝手に使っているといわれると困るので、市長に承認して

もらわないといけない。 

課長 ちょっと今気づいたのですが、第４条（2）ア、県、市の補助がある場合申請者の負担

額の３０パーセント以内とするですが、市の補助金と２重にならないのかと気になり

ますので、確認させてください。 

事務局 良いと思いますが、再度確認をします。 

委員 第４条の（1）イの砕石・生コンクリート等の原材料費は、（2）の事業費の３０パーセ

ント以内となっているように、原材料費も３０パーセントということに理解してよろ

しいのですか。 

事務局 原材料費の申請額の協議は特に無かったです。今まで猿野区の２０㎥の生コンクリー

トしかなかったので、申請があがった時点で数量を決定してもらうという形です。 

委員 たとえば３０㎥の生コンクリートがほしいとなると９㎥を支給するということでいい

のかな。 

課長 財産区有林がある区有林であれば１００パーセントを出していたのですが、それをし

ていくと財産区有林の無い地域にも公平にこの要綱を使っていくかどうかを委員さん

に決めてもらうということですが。 

委員 猿野区にはこの要綱内容の話をさせてもらわないといけないと思いますが。 

会長 猿野の場合は猿野区としての申請と財産区有林での申請と２重に申請できることにな

るということなので、損になることは無いと思うけれど、その辺の話をしてみないと

いけないです。 

事務局 では、原材料費は３０パーセントとするわけですか。 

課長 農林は３０万までで金額ですが、生コンクリートは１日に打てる㎥は限られている。 

会長 材料支給については再度検討しましょう。 

委員 第２条の財産区内に存するというのは、財産区の山がなければいけないことにならな

いのか。 

事務局 大山田管内として、でよいと思いますが、再度確認します。 

委員 この言い方であれば財産区の山がなければ該当しないように採られる恐れがあるので

はないですか。 

委員 財産区の山と言う意味なら、要綱は必要ないのでその辺誤解の無いように、分かりや

すい要綱にしないといけない。 

会長 この辺をもう一度考えてもらって文章的に大山田全体で使えるようにしてもらってく

ださい。 



委員 財産区有林と財産区内は違います。財産区内というのは大山田村民の事を言っている

のです。 

委員 財産区内とは何をさしているのか、山をさすのか、大山田管内をさすのかの確認をし

て下さい。 

委員 表題の大山田財産区というのも大山田全体を指しているのかな。財産区だけを指して

いるのなら意味がないので。 

会長 この辺のところをもう一度確認してもらって、誤解のないような、誰が見ても分かり

やすいような要綱を作って行きたいと思いますので再度文書法制なりに相談してもら

って決めていただきたいです。 

委員 表現によって、どちらでも取れるようなことでなくて、一般のところにも還元して行

きたいということを踏まえて作らないと意味がないので、よろしくお願いします。 

会長 では、このことについては再度確認していただいて、より良い要綱を作って行きたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

事務局 分かりました。再度確認し修正等します。 

会長 では次の、平成２５年度決算について事務局より説明願います。 

事務局 平成２５年度決算資料をご覧ください。大まかな部分を読み上げさせていただきます。 

財産収入としまして、予算額 13,435,000円に対しまして 13,414,628円の収入となり、

青山高原ウインドファームへの土地貸付料が主です。未収入額 20,882円については、

三重県洋蘭組合 19,000 円と中部電力 1,882 円で、現在は収入済ですが 3 月 31 日まで

に確認できなかったための未収入額となっています。繰入金、基金繰入金はありませ

ん。繰越金については予算額 22,439,000円に対しまして 22,439,336円となります。 

青山高原ウインドファームからの立竹木伐採補償料金が昨年度末に雑入として受け入

れた分 20,670,832 円を含む繰越です。諸収入としまして、予算額 12,475,000 円に対

しまして収入額 12,475,141 円で協定外の立竹木伐採補償料です。以上歳入予算額

48,350,000円に対し収入額 48,329,105円となりました。 

次に歳出で総務費、一般管理経費予算額 42,833,000円に対し支出額 42,784,109円と 

なります。管理会委員報酬、需用費、大字協議会負担金、常夜灯維持管理経費などが

主な内容です。次に財産費、財産管理経費予算額 845,000 円に対し 663,168 円の支出

となりました。作業賃金、森林国営保険料、原材料費としての生コンクリートが主な

支出内容です。次に財産造成費、財産区有林造成事業費の予算額 4,472,000円に対し、

支出額 3,678,139 円で労働災害保険料、作業賃金、倒木処理委託料、公用車購入費等

が主な内容です。公債費、予備費については支出はありません。 

繰越明許分ですが、予算額 2,000,000 円に対し、工事請負費として林道長尾線改修工

事 936,600円、東谷線改修工事 931,350円で 1,867,950円の支出となりました。 

歳入合計額 48,350,000 円に対し歳出合計額 47,125,416 円となり、繰越分 2,000,000

円につきましては 132,050円の入札差金での不要額となりました。以上です。 

委員 公用車のスタットレスタイヤの購入は何処に入っているのか 

事務局 財産区有林造成事業費の消耗品費に計上しています。 

委員 400,524円の中に入っているということですか。 

事務局 はい、タイヤについては消耗品で仕訳します。 

会長 委託と修繕というのはどういうことですか。 



事務局 現況のままに復旧することは委託であり、少しでも直すところがあれば修繕となりま

す。 

委員 修繕工事と、修繕はどう違うのか 

事務局 修繕工事は金額にもよりますが仕様書の内容により修繕であっても工事費に仕訳され

ます。 

会長 伊賀市の会計上で問題なければよいのですが、我々の感覚では修繕は機械とかを直す

ことのように思うので聞いてみました。 

委員 ネーミングも考えてもらったらいいのではないですか。 

事務局 次回から考えます。 

会長 これで平成 25年度決算について、よろしいでしょうか。 

委員 はい結構です。 

会長 次に報告事項につきまして、京丹波町からの意見交換についてですが、事務局説明願

います。 

事務局 京丹波町から送られてきました資料を見ていただいて、当日の資料を確認いただきた

いです。まず財産区の概要をまとめてみましたので見ていただいて、平成 26年度予算

書、平成 25年度決算書、観光パンフレット、市政要覧でどうでしょうか。決算と予算

については京丹波町からの資料に添付されていますので同様に揃えてみました。 

会長 決算書、予算書についてはそんなに詳しくなくてもいいのではないですか 

事務局 分かりました。備考のところの金額等を削除して修正します。 

会長 京丹波町については時期的にはどうでしたか。 

事務局 資料に添付しておりますが 10月 22日午後 2時からですので、午後 1時 30分に参集い

ただくよう案内させていただきます。意見交換は約 2時間程度との依頼です。 

会長 では次の、布引の森の案内板完了について、事務局説明願います。 

事務局 案内板 2 枚、立て看板 1 枚、お願い板 2 枚 設置完了しました。写真を回覧しますの

で決裁をお願いします。 

会長 不法投棄の処分について、事務局説明願います。 

事務局 先日不法投棄の撤去をしていただきましてありがとうございました。かなりの量があ

りまして、職員が分別をやりかけたのですが、とても追いつかない状態で、悪臭も漂

い始め、お客さんへの迷惑もありましたので専門業者への委託をさせていただきまし

た。三重中央開発に混合処理として 18ｍ3、138,240円の処理委託となりました。契約

書、マニフェスト伝票を回覧させていただきますので決裁をお願いします。 

委員 あれだけの分を仕訳するのは大変だ。 

事務局 これらに対する出役賃金ですが、財産区規定の単価で皆様の口座に振込みをさせてい

ただきましたので通帳の確認をお願いしておきます。 

会長 はい、布引の森の件よろしいですか。なければ次の青山高原ウインドファームからの

報告事項について事務局説明願います。 

事務局 台風 11号で土砂流出、倒木がありましたので写真にて報告がありました。撤去等改修

作業は完了しております。また、風車設置場所への侵入路が荒れているので今後のこ

ともあるので舗装を行ないたい旨の要望がありました。これについては道が使いやす

くなるので了解をしております。県のほうへも報告はしてもらっているとのことです。

資料の回覧をしますので決裁をお願いします。 



会長 次、作業道改修工事の、林道シデノ木原と長尾作業道ですが、修繕しようとすると台

風が来て中々前に進めない状況が続いていますが、完全復旧はとても無理でも軽トラ

ックが上がれるくらいの改修はして行きたいと思っています。 

事務局 林道シデノ木原につきましては、とても大変なことになっていまして現在の職員の配

置状況ではとても測量を実施できる状態ではありませんので、できれば測量業務を委

託発注させていただきたいと思っています。道は一部寸断され、無くなっている状態

で、舗装下部は空洞化となり全体にとても荒れています。委託をすると当然設計書は

しっかりしたものが仕上がってくると思いますが、数量がわかればよいので、その辺

は説明してそれなりの測量委託とし工法の検討をして安くなるような設計で行ないた

いと思っています。長尾についても同様に検討して行きたいと思っています。 

会長 そうして下さい。とにかくどれくらいの数量かも分からなければどうしようもないの

で 

事務局 ブロック積や擁壁で沢山のお金を投入するだけの費用対効果はあるのかどうかのこと

もありますので、充分精査して工法を考えたいと思います。 

委員 単年度でなくてもいいので、お願いします。 

会長 上からの道を付けて行けばいいのではと思うのですが。財産区の山だけで出来るのな

らそういう案も一つではないかと思っています。 

委員 国定公園の許可がほしいのではないのかなと思いますが。 

委員 作業道は直ぐ其処までつけてあるのに、また許可が要るのかな。 

事務局 林道シデノ木原と長尾作業道の現状写真を回覧しますので決裁をお願いします。 

委員 長尾にある財産区の山はちょっとで、ほとんどが川北区なので改修工事を実施する際

に協力いただけるのかな。 

委員 山の持ち主の協力をしてもらえなければ、とてもできないと思われます。 

課長 ここも財産区としての費用対効果を考えると何処まで予算をかけて修繕するか検討し

なければならないと思います。 

委員 外に財産区の山で悪くなっているところはないのですか 

事務局 森林組合の巡視の中で復旧しながら改修をしてもらっています。 

委員 道ではなくて、山の被害はどうですか 

課長 管理人さんがいてくれるのだから見てもらったらいいです 

会長 一度連絡を取ってもらって歩いてもらったらいいですね 

委員 まだこれから台風が来るかもらからないので、10 月過ぎてからで良いので見に行って

もらってください。 

事務局 連絡しておきます。 

会長 その他の項で事務局何かありますか。 

事務局 先日施錠をしました布引の森の中に奥馬野の地蔵さんがあるので月 1 回程度行くとい

う事で、スペアーキーをもらえないかとの区長さんからの要望がありました。 

会長 どうぞ 渡してください。 

事務局 スペアーキーを作って区長さんに渡させてもらいます。 

会長 ありがとうございました。これをもちまして第３回管理会を終了します。 

 

 


