
平成 26年第 4回伊賀市大山田財産区管理会 会議録（概要） 

 

日 時：平成 26年 12月 10日（水）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、豆本委員、村井委員、福田委員、西尾委員、松本委員 

    (管理人)  廣島、福川、加道   

    （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 5回伊賀市大山田財産区管理会、管理人合同会議を

始めます。 

辻副会長は体調不良で欠席との連絡がありました。 

管理人の久保さんから退任をされたいとの申し出がありまして、書面等必要か同かも

含めてその他の項でお願いしたいと思います。 

自治協には後継者を推薦していただくよう依頼はしてもらっているようです。 

支所長は議会出席のため欠席させていただきます。 

では会長、よろしくお願いします 

会長 改めましてこんにちは、師走の月も３分の 1 が過ぎ何かとお忙しい中お集りいただき

ましてありがとうございます。今年は例年にない課題が沢山あり布引きの森の清掃等

ありがとうございました。また、今年は研修旅行に４名参加させていただきました。

水源林事業の研修は２年に１回ですがそれ以外に来年度賛同いただけましたら研修旅

行を計画していければいいなと思っています、費用につきましても予算の中で何とか

捻出して行きたいと思っています。財産区の施業後継者に対しましても年齢もあって

ないようなものですが、山に興味のある人であればいいなと思っていますが、諸々 

最後までご協議よろしくお願いします。 

課長は他の業務で遅れるとの連絡をもらっていますので、来ていただいたときにお願

いします 

事務局 ありがとうございました。課長が到着しましたら挨拶をいただきますので進めさせて

いただきます。 

議事に入ります前に、本日の議事録署名人を豆本委員さんと松本委員さんにお願いし

ます。 

委員 はい、わかりました。 

事務局 ありがとうございました。では議事に入らせていただきますので、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、かねてよりご協議いただいています「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」について、事務局

より説明願います。 

事務局 資料に添付しています補助金要綱ですが、これで確定ということで決裁を取らせてい

ただきました。ただ補助率につきましては限度額 60万円の根拠が不確かですので、伊

賀市の農林関係の補助金要綱に従い 50 万円の限度額とし、補助率も 100 分の 50 と訂

正させていただき決裁をうけましたので、これで告示をさせていただきます。これは



財産区に係るもののみで、現在は猿野区への覚書を見直し、今回の要綱に統一してい

ただくことに訂正して行きたいと思います。 

また、大山田地域に限定での補助ですが、財産区予算を一般財源に繰り入れて地域限

定で補助することは、法的にできない。また、財産区有林のない所へ財産区の予算で

補助することも法的な違法となる。という法律専門家の見解でした。しかし、協力金

とか寄付金という名目で支払うことは可能であるということでした。 

会長 60万というのは収入とのバランスで決めただけであるので 50万でも問題はないので、

これで決定、運営を行なう事とします。 

委員 協力金なり寄付金であるなら、この様式は使えないな 

事務局 協力金とするなら、地元からの要望がありその中でどれだけの協力をしますというこ

とですので様式もこのまま使うことはできないです。 

委員 名目を変えて作り直しておけば良いのではないか 

事務局 この要綱はあくまでも補助金要綱ですので、協力金等になると全く違う様式がほしい

のではないかと思いますが。 

管理人 補助金でも、協力金でも予算内で支払うのであるから、申請者が多ければ金額は変わ

るのではないのか。 

事務局 それはないです。限度額を決めているので申請が多ければ、緊急順位を見て支出する

なり補正するなり、次年度に待ってもらうなりして調整するので、補助率には変わり

ないです。 

会長 件数によって金額を変えるのでは、要綱を作った意味がないので。 

管理人 分かりました。 

委員 今まで財産区だけではなくて、大山田全体にということで進めていたが、それはでき

ないということです。この要綱で猿野だけでなくて他の地域にも補助することができ

るようになるということです。 

委員 管理人さんが言ってくれたように緊急順位を決めて実施していくようにしなければな

らないので、財産区の中での規則を決めていかなければならない。 

会長 協力金という名前が良いのかどうかも検討して、これに準じて規則を作っていかなけ

ればならない。 

委員 猿野地区については、どちらかを選べるということですか。 

会長 反対に、猿野区について課長に聞きたいのですが、これはどういう事で覚書になって

いるのでしょうか。 

課長 猿野区との覚書を作ったのは財産区になるまでで昭和 50年にしているので、今はもう

効力は発しないと思われます。大山田村もないし、大山田村長と猿野区との覚書であ

り、市長に引き継がれているわけではないし、対象者も違うので一旦は破棄したうえ

で新たに結ぶ必要があると思います。補助の割合についても伊賀市全体の補助金の割

合とのことも在り、90％、50％の補助率が今の状況の中で良いのかどうかの協議が必

要であると思います。 

会長 補助金要綱として一定の基準を作ったので、猿野区長と一度話し合を持つこととする

ので、調整をお願いします。 

委員 本来なら合併して財産区ができたときに見直さなければならなかったと思うが、合併

後 10年経過し、補助金の要綱を作ったこともあり見直すのに良い機会となった。 



会長 猿野区にも要綱を作ったのでその中で処理をして行きたいことを伝えて見直しをして

もらうことが大事だし、私も立ち会いますので、日程調整をお願いします。 

課長 年内に調整する日を設けて調整します。 

会長 次の項で猿野区の補助金事項に入りますが、その前に課長の挨拶をいただきます。 

課長 改めましてこんにちは。年末お忙しい時期にお集まりいただきありがとうございます。

学校でもインフルエンザがはやってきているようですので、委員さんにおかれまして

も体調管理に十分気をつけていただきたいと思います。さて、１年間かけて審議いた

だきました補助金要綱もおおむね固まってまいりましたので来年度から施行するに当

たりまして充分な話し合いをお願いします。風力施設のほうも道路は出来上がってき

たように聞かせてもらい、基礎等も始まってきていると聞かせてもらっています。こ

んな中で、今後の環境課題、災害に耐える山つくりにご尽力賜りたいと思いますので、

よろしくお願いします。また、支所長は議会一般質問２日目で欠席させていただいて

います。さるびの温泉につきましての質問もあり、当施設は商業施設であることから、

今後はどういうところが運営するのが良いのか行政で考えながら、地元の地域活性化

の拠点であるということを踏まえまして、今後、さるびの温泉の運営をしていくこと

になろうと思いますが、それにつきましては、財産区の委員様方にもご理解ご協力を

いただく事にもなろうかと思いますのでその節にはどうぞよろしくお願いします。 

会長 ありがとうございました。それでは次の猿野区の補助金について先ほどから話題にな

っていますが、事務局の説明をお願いします。 

事務局 台風１１号による災害復旧工事負担金補助金について、事業費 172,800 円、地元負担

金 2 分の 1 補助で 86,400 円の内、2 分の 1 の４3,200 円の請求が来ていますので、決

定通知を交付し、確定通知を交付したいと思っていますがよろしいでしょうか。 

会長 今年度はこのままで補助金として確定通知を送ってもらって、その時見直しをするの

で日程調整をお願いする手紙を入れておいてください。 

委員 管理人さんからも提案のありましたように申し合わせ事項を作るということで、猿野

区を含めて、次回に協議できるようになればいいかな 

会長 ４月の区長会で言えるようになればいいかなと思うので内規を作ってもらえますか 

委員 財産区の山のないところへの支出ができるということは、かねてからの願いであった

ので、各区にとってはいい話ではないか 

会長 法律的に財産区の予算が使えないということなので、良い方法でやっていかなければ

ならない。 

委員 確認ですが、自分達で決めたことは自分達で使えるということですね。 

事務局 そうです。財産区内の規則で運営できるということです。予算の中で規定に従って支

出するというということです。 

課長 予算要求をして予算化できれば内規に従って支出していくことになります。 

事務局 弁護士との相談の上での出し方なので、一般会計に繰り込んだ場合大山田だけに出す

ことはできないということなので、形を変えて出せる方法でやっていこうとするもの 

会長 補助金でいける事業と、協力金でいける事業と２つで考えていくけれど内容的には一

緒である 

委員 どちらにせよ広く大山田地域に出せるということです 



会長 これを一つの足がかりとしていけばいい、たとえばせせらぎのようになったときも工

事費の一部を出すことができれば良いのではないかと思います。 

委員 補助についてはどうしてもという特別なことがない限り、基準を作っておかないと、

予算に限りがあるので、公平に出せるようにしておく必要がある。 

会長 申請のあったところについては、管理会で協議をした上で決めていけば良いことです。 

委員 地元負担金に対する１００分の５０であるので、工事費の額ではないし、市の補助金

もあるので地元負担金が１００万円以上でないと上限まで出すことはない。 

委員 地元直営で１００万円以上の工事をした場合は限度額５０万円となる 

委員 今年度もう１度管理会を開催しますよな 

事務局 次回は内示をもらってからの予算と、内規の素案を出させてもらいます 

会長 猿野区に確定通知を出すときに、話し合いをしたい旨を連絡してください。協議事項

についてはこの２点で後は報告事項ですが、事務局お願いします。 

事務局 布引の森の草刈等維持の出労ありがとうございました。その際進入路の補修を振興課

でレミファルトでの補修を行ないましたので、写真を回覧させていただきます。 

長尾作業道ですが、建設業者からの見積は３００万円ほどの見積でコンクリート 2 次

製品の使用があったのですが、森林組合に相談した結果２８万円程度でできるとのこ

とでしたので、依頼し 281,880 円で改修してもらいました。写真を回覧しますので見

てください。現地確認に行ってきましたが、かなりきれいに直っていました。 

委員 区長に報告はしてもらっているのか 

事務局 区長さんには何日から着工する旨の連絡はしています 

事務局 シデノ木原ですが建設業者では 2 千万以上を要するとのことですが、長尾のような感

じで修繕するのであれば 70 万円から 80 万円で改修できるということでした。但し、

現在市道奥馬野線が通行不能になっていますので、通行可能な状況になってからの施

工となる見込み額です。 

会長 とりあえず車が上がれないと困るので、山に登れる道をある程度まで改修してもらっ

て、なおかつ不具合になれば再度改修をして舗装とかも考えればよい 

事務局 分かりました。今舗装といっていただきましたが、舗装をする事によって、どうして

も舗装の下が仙窟され空洞化になる原因が大きいので、締めかためをしっかりして川

の流れる方向等も変更し洗い越しを十分使って改修することが良いとの助言を森林組

合よりもらっています。山のプロですので充分検討してよい方法で進めて行きたいと

思っています。 

会長 そうしてもらうのが良いので進めてください。 

委員 市道はいつ頃の改修工事を行うのか 

事務局 繰越をするので、来年９月頃の工期ではないかと思われます。 

会長 上からも下からも山に行けないということでは困るのでお願いします。 

事務局 上からの道ですが、水源林整備事務局への平成２７年度事業要望書を提出しました。

採択できるかどうかは分かりませんが、新年度には連絡があると思います。 

委員 総会があるときに相談会があり個別指導があるのでそのときにしっかりお願いすれば

いいかな 

事務局 5170林班で、図面、ルートについては森林組合にお世話になりました 



委員 距離はどれくらいになりますか 

事務局 距離は把握していません。 

管理人 高低差が激しいので、ぐるっと回らないといけないので距離的には長くなるのではな

いでしょうか 

管理人 風車の道はかなりできているので、現地を見た上で利用すればよいのではないか 

会長 シデノ木原についてはその方向でお願いします。また、現地も行きましょう。 

委員 はい、市道が直ったら現地へ行ってみましょう 

会長 その他の項ですが事務局 

事務局 久保さんが退任されたいとのことですが、書面等はどうでしょうか。久保さんから自

治会の方へ依頼をしてもらっていますが該当者が見つかりません 

管理人 管理人は年々高齢化になってくるので、維持管理等は森林組合に依頼してというよう

に考えを変えていかないと、担ってくれる人がいなくなる 

会長 管理してもらう人で財産区のサイメが分かるように後継者を作っていかないと、財産

区の山がどこかというのも分からなくなってしまっては困る。作業は委託していけば

良いと思う 

課長 担当職員も２年３年で異動がありますし、分かるの者はいなくなっています。 

管理人 今のうちならサイメを覚えてもらうことができるが、もっと年をとっていくと我々も

上れなくなってしまう。 

会長 会長名で各自治協へ補助金要綱をだして、協力もしてもらえるようにお願いしましょ

う。補助金、協力金で区への支援をする代わりに財産区有林維持に対しても協力をお

願いするということで。 

事務局 管理人さんから報告事項があればお願いします。 

管理人 台風の後、現地確認に行ってきましたが剣谷線でヒューム管の周囲がほれて空洞にな

っているため通行不能。現地をみてほしい。 

事務局 一度現地の確認をしてきます。 

管理人 奥間谷の途中で陥没・崩壊のため通行不能、高良城線入り口含んで路肩崩壊で通行不

能な状態となっているので、一度見ておいてほしい。 

課長 高良城線は市道ですが路肩が崩落しているということですか 

管理人 ３箇所程崩れているので、見てほしい。奥間谷はずっと奥のほうへ入ったところなの

でこれも見てきてほしい。 

会長 では、現場確認をよろしくお願いします 

事務局 わかりました。雪が降るまでに現地の確認に行って対応方法を考え、次回報告させて

いただきます。 

管理人 何年か前に財産区の地図を作ろうということになっていましたが、どうなりましたか 

課長 すでに作成されて、活用しています。完成品はこれになりますので見ていただけます

か。 

会長 ありがとうございました。これをもちまして第 5回管理会を終了します。 

 


