
伊賀市大山田財産区管理会 会議録（概要） 
 
日 時：平成 23 年 6 月 28 日（火）13：30～16：00 

場 所：伊賀市大山田支所 委員会室 

出席者：（管理委員）服部 譲、山中 隆行、亀島 俊則、中森 生郎、森 繁樹 

（事務局）大山田支所長 重本 敏昭、振興課長 西口 敏之、振興課 西崎 剛人 

 
財産区管理会 議事録（概要） 
会長 ただいまから、伊賀市大山田財産区管理会を開催いたします。本日は風力発電施設増

設計画について協議事項の１つにありますが、㈱青山高原ウインドファーム（以下

AWF）の方にお越しいただいておりますのでよろしくお願いします。 
事務局 大山田財産区管理会については、委員の皆さんにご協力を賜りましてお礼申し上げま

す。本日の会議についても、よろしくお願いいたします。 
事務局 それでは、本日の会議録署名人について、山中副会長と中森委員にお願いします。 
会長 了解しました。それでは、協議事項について、中電不動産㈱と㈱青山高原ウインドフ

ァーム（以下 AWF）の方から風力発電増設計画の現在の状況を説明していただきます。

AWF 大山田財産区の皆様には日頃からお世話になりまして、この場をお借りしてお礼申し

上げます。さて、青山高原の AWF の風力発電施設については、８年の運転実績となり

ましたが、機械も順調に稼動しており経営の方も安定してまいりました。決算につい

ても黒字になりまして、当初の赤字が減っていく見通しになります。現在、４０基増

設計画を提案していますが、三重県の条例に則り、３月に環境影響評価審議会で協議、

指導を受けて、計画の大筋の見通しがついたところです。そのため今後の申請手続き

ついて、地元の地権者の方の同意書が必要となりますので、大山田財産区様にも事業

の同意書をいただくため、増設計画にご理解をいただきたく本日説明に参りました。 
AWF それでは、前回の管理会でも説明しましたが、財産区有地での概略図と同意書の意義

について説明いたします。そして上阿波区での㈱シーテックの騒音問題について、AWF
で確認しております現在の情報を提供したいと思います。 
まず、図についてですが、緑色の部分が風力発電施設の敷地です。黄色が管理道路で

す。灰色が各風力発電からの電気を地中線で集めて電気を送る変電所となります。そ

の変電所から送電線により、中部電力へ電気を送ります。財産区有地に２基分が丸々

かかり、他の２基については１部、変電所と送電線についても１部かかっております。

大山田財産区様の土地をお借りするという事で、所有者という事で財産区様の同意書

をいただきたいという事です。 
また、㈱シーテックからの情報によりますと、明日（６月２９日）の晩、調査や測定

の結果を取りまとめて上阿波区へ説明会を行い、騒音問題解決に向けた提案をするそ

うです。提案内容については、地元から一番近い問題の風車において、風速１０ｍ／

ｓ以上で、風向については東から南にかけての風の時に停止するという事を聞いてお

ります。 
会長 以上の説明で、委員の方で何かご意見はありませんか。 
委員 騒音の対策として、どうしてほしいかを地元住民からはお願いをするしかないと思う

わけですが、今の説明では小手先だけの対策にならないかが心配です。 



AWF これまでにも、問題の風車のナセルにゴムパッキンをして騒音の減少に対応してきた

そうですが、夏場の風向きでは音が生じるそうです。 
委員 住民の要望に対応するために、一番近い風車を停止するか撤去するというくらいの解

決策を私個人としては期待していたのですが。 
委員 小手先だけの解決策を聞いているような気がします。何か問題がおこればその場しの

ぎの解決策となり、今の AWF の増設計画事業においても、そのような対応になってし

まわないかと不安になります。人体に関わる騒音被害なら、もっと根本的な対策が必

要ではないでしょうか。 
AWF 事業をするについては、当然の事でありますが、法に定められた数値以下とならなけ

ればなりません。基準を満たしているにも関わらず、現在の上阿波の音の問題は本当

に想定外の事です。撤去をするという事は現実問題としては厳しい。㈱シーテックか

らの情報によると勿論、基準の数値はクリアしています。しかし、現実に音は聞こえ

ます。それを解決のために地元説明会で一定条件の下で停止の提案をするとの事です。

委員 そもそも、なぜそんな場所に風車が立ったのか。 
AWF それは、事業の前に地元説明会があったはずです。 
委員 その時に、騒音や低周波の被害の可能性がある事を説明したのか。 
AWF 今の発言について訂正させていただきますが、低周波の問題ではありません。騒音に

ついてです。 
委員 それでは、騒音について地元の人が被害を訴えているので、条件付の停止ではなく、

全面的な停止若しくは撤去という方法はとれないのか。そうでなくては今回の増設で

問題が生じたとき、同じように部分的な解決にしかならない対策しか取ってもらえな

いことを懸念する。法の基準を満たしており、商売としてもやっていかなければなら

ないという事は理解できますが、根本的な解決が必要だと思う。責任を取ってもらお

うとしても、設置してしまってからでは、撤去は出来ず、今のできる範囲でしか対策

をしてもらえないという事になる。上阿波区の騒音問題で、全面停止や撤去という勇

気ある対応ができないというのであれば、今の増設計画の箇所で問題が生じたとき管

理会でどのように対処していけばよいのかわからない。法的な基準を満たしていると

いう理由で部分的な解決しか出来ないという事では納得できない。騒音対策の数値の

基準は誰が決めたものか。 
AWF 住民や議会が選んだ国や県の組織という事になりますよね。 
委員 一つの基準を決めるのはそうですね。しかし、耐震基準等についても想定外の事が起

こりますよね。想定外という事で済んでいくという事が不安となります。 
AWF AWF の増設計画をしている場所は人家との距離も上阿波区の条件とは異なります。問

題の解決方法としては部分的なものではいけないという事は認識しております。AWF
の増設地は人家から２キロという距離で安心しています。騒音の問題で現在の測定技

術で想定のできない事も、全国各地の風車関係をみましても２キロという距離は騒音

問題のない安全な距離であると認識しています。 
委員 基準の数値を満たしていると繰り返し説明されると地元住民は何も言えません。管理

会としてこのような場が設けられているので、しっかり協議したい。住民のために踏

み込んだ対策をしてもらいたい。撤去する勇気を持って欲しいです。 
AWF 明日、提案されるシーテックの一定条件下での制御停止も場当たり的な措置ではない



と思います。 
会長 委員の方で他に何か意見はありませんか。 
委員 全面停止なりの根本的な解決が一番いいのだが、明日、上阿波区の説明会で解決に向

けた提案がされるというので、当事者である地元住民の判断を踏まえて考えていく必

要があるのではないでしょうか。 
委員 明日の提案がどんなものか分からないが、基準数値を示して、その数値以下なのだか

ら辛抱して下さい、といったものになるのではないだろうか。そうなると上阿波区の

当事者である個人の人は何も言えないのではないだろうか。小さな声をくみ上げて、

踏み込んだ対応をお願いしたいです。 
会長 上阿波への設置の時に、㈱シーテックと上阿波区では協議の場はあったのですか。 
AWF 上阿波区の地元説明会の後に上阿波区の同意書があったと思います。 
会長 苦情対応の取り決め等はなかったのですか。 
AWF 無いと思います。基準数値の事ばかり申し上げて恐縮ですが、水質関係の環境基準等

についても、工事中に濁ったりしている、とご意見をいただいたりしましたが、そう

いうものも全て環境評価の基準の範囲内であり適正という事で対応してきました。 
会長 今回の AWF の増設について、布引地域住民自治協議会とは協定書を締結すると聞いて

いますが、上阿波区と㈱シーテックとの間には協定書はあったのですか。 
AWF 無いと思います。 
委員 明日の上阿波区への説明会はどのようなメンバーでされるのですか。 
AWF すいませんが、別会社ですのでそこまで把握しておりません。 
委員 本日の意見は㈱シーテックに伝わりますか。市の職員は明日の説明会は行かないので

すか。 
事務局 支所長の私は行きます。 
委員 市も AWF もこのような意見があるという事を㈱シーテックに伝えて下さい。 

どうも AWF から説明されても㈱シーテックの問題は第３者的な意見になるので。 
会長 今回の AWF の増設計画についても、大山田財産区が上阿波区のような問題が生じない

かを懸念しているという事を承知して下さい。 
AWF 伊賀市の市長も副市長も AWF の役員であるわけですし、AWF としましては地元の意

見を放置しておくという事はありえません。 
委員 実際、上阿波区の問題は放置されていませんか。 
AWF それは㈱シーテックの問題です。AWF の今回の増設計画に同意いただき、工事が進ん

で問題が起こればきちんと対応いたします。 
委員 そうすると、市長は今回の上阿波区と㈱シーテックの問題には関係ないのですね。 
AWF そうです、市長は㈱シーテックとは関係ありません。AWF の役員です。 
委員 役員だから関係ある、またはそうでないから関係ないというのはおかしい。地域で起

こっている問題である以上、市としても解決に向けて対応しなければならない。そう

でなければ、なぜ管理会で上阿波区と㈱シーテックの問題を話し合う必要があるので

すか。 
AWF 当事者であれば AWF はきちんと対応いたします。 
会長 それが我々管理会で懸念している要因です。会社は別でも同じものを設置する以上、

管理会が心配するのは当然です。AWF と㈱シーテックは中電グループとして一緒では



ないのですか。 
AWF それは違います。組織としては別です。AWF に㈱シーテックの資本は入っているので、

全く関係なくは無いですが。 
会長 この管理会で AWF から説明を受けても、肝心な所で㈱シーテックと AWF とは別組織

である、と言われると話が元に戻ってしまい進みません。 
委員 戻るも何も、そもそも管理会でこの問題を協議する事がどうなのかと思ってしまいま

す。そうすると AWF は上阿波区と㈱シーテックの問題について関係ないということで

すか。 
会長 市民の財産である山林を預かっている以上、問題があった場合、管理会は何をしてい

たのだという事があってはならないので、このように申しているのです。 
AWF 上阿波区と㈱シーテックの問題について、AWF としても関係ないとは思っておりませ

ん。関係ないと誤解を与えたことは申し訳ありません。直接回答できる立場ではない

という事です。 
委員 布引自治協の話がでたが、上津地区も設置の影響を気にしていたが、２キロ以上離れ

ており標高差もあるので大丈夫らしいと聞いた。布引自治協と AWF との協定書も内容

を協議していきます。 
委員 そもそも財産区の管理者は市長であるので、管理会の同意書は必要ないのではないで

すか。管理会としても市議会の議決がなければ何も出来ないわけですし。 
委員 管理会が土地を管理している以上、管理会の同意が必要なのではないですか。 
委員 明日の上阿波区での内容を注視して更に協議してはどうですか。 
会長 それでは、AWF の増設計画事業について進捗状況の説明をお願いします。 
AWF 同意書については、風車の用地について三重県と津市、送電線の用地で一般地権者の

一部が残っています。 
会長 AWF の方に他所からの意見等はあったりしますか。 
AWF やはり環境について懸念するご意見があります。協定書の有無に関わらず、事業者と

してはそのような意見にきちんと対応していくのは当然の事であります。協定書とい

う文面に示していく事でより一層安全安心というのであれば、そのように対応させて

いただいております。 
会長 図面の黄色の部分の管理道路等も面積が大きいですが、対応は大丈夫ですか。 
AWF 緑色の部分と灰色の部分の保安林の部分は保安林解除を、それ以外の部分は林地開発

の届出となります。黄色の部分は、施設の維持管理の検査として、法面の植栽活着等

の県の審査を１年ごとに受けて維持管理を行っていきます。 
委員 この道路は林業等にも利用できますか。 
AWF はい、利用していただけます。区の出合いにもご利用いただけます。 
委員 事業の工程についてはどのような予定ですか。 
AWF 同意書が全てそろってからという事になりますが、その同意書を添えて事業申請を行

います。その後、ボーリング調査を行います。その調査によって風力発電施設の設置

箇所の形状等が決まります。その調査に半年間かかります。何をもって着工となるか

ですが、国の補助金制度が廃案になりましたが、固定価格買取制度の法案が確定して

からという事になります。原発問題でこの事については現在、見通しは不明でありま

すが。流れとしては、その後、申請をして許可がおりて重機を入れて着工、と考えて



おります。申請関係については同意書がそろえば秋口には申請したいと思います。森

林審査会を林業関係の有識者を交えて２・３回開催し、その意見を林野庁に答申しま

す。自然公園法関係の審議については６月２３日に第３回を終えて、次回４回目が最

終となります。 
会長 契約書はどの段階で交わすのですか。 
AWF 保安林、林地開発の申請が確定された後、契約書の締結をするのですが、先ほどの説

明通り、最短で秋口となります。あくまで予定でありますが。 
会長 委員の方で何かご意見ご質問はありませんか。無いようですので、この事項について

は、今日の委員会の意見を組入れていただきまして、早期解決をお願いします。そし

て上阿波区と㈱シーテックの明日の説明会の結果や布引自治協と AWF の協定書の内

容を踏まえて、継続して審議していくことにします。AWF の方につきましては、本日

はありがとうございました。 
 AWF 退席 
会長 続いて事項書に沿って進めてまいります。平成２２年度決算について、事務局から説

明をお願いします。 
事務局 資料１に基づいて説明。 
会長 何かご意見はありませんか。 
委員 AWF からの土地貸付収入で２１年度から増額になったが、いくら増額でしたか。 
事務局 当初は 4,767,200 円でしたが、2,026,400 円が増額になりました。 
委員 そうでした。その約 200 万円は大山田の地区委員会へ入るものでした。歳出の一般会

計への繰出で地区の常夜灯維持管理経費として 45 万円していますが、もっと、この

200 万円の金額を住民福祉のために使用できないかを考えていきたい。 
委員 事務局の方でも何か具体例はないか教えてほしい。 
事務局 市全体の一体性が損なわれないものでなければなりません。 
会長 他に何かご意見はありませんか。それでは次の事項の平成２３年度予算について、事

務局から説明をお願いします。 
事務局 資料２に基づいて説明。 
会長 何かご意見はありませんか。それでは次の事項の平成２３年度施業計画について、事

務局から説明をお願いします。 
事務局 資料３に基づいて説明。 

昨年度に引き続き、分収契約をしている布引林班の 5.3ha を森林総合研究所に施業要

望しました。採択されればそこを除伐します。他に、下馬野林班へリンロンテープ巻

きをし、各林班の境界刈りや境界杭打ち等を行います。間伐については、財産区有地

内では、おおよそ完了しています。 
会長 何かご意見はありませんか。それでは次の事項に参ります。 
事務局 原材料の支給について、猿野区から、宝谷・柳谷へ通じる林道についてコンクリート

舗装をするために材料として生コンクリート２０㎥の支給の要望が提出されました。

そのことについてご審議をお願いします。 
会長 平成２０年から２３年まで計画されており、継続されてきた猿野区の事業ですが、計

画通り適切に施業されているようです。ご意見はありませんか。 
委員 異議なし。 



会長 それでは、猿野区へ生コン２０㎥を支給したいと思います。委員の方で他に何か協議

事項はありませんか。無いようでしたら次の事項としまして、事務局からの報告事項

をお願いします。 
事務局 平成２２年度の事業でありました管理図の完成品をご覧いただきます。財産区有地の

場所をおおよそで把握するためのものです。地形図に公図を重ね合わせて作成してお

り、境界の確定等に使用するものではありません。また、地形への重ね合わせも谷や

尾根に沿ったものですので、今後、管理人の方に現場で確認作業をして、微調整をし

ていきたいと思います。 
会長 何かご意見はありませんか。それでは次をお願いします。 
事務局 上阿波の高良城林班に４月中旬に家庭ごみの不法投棄があり、回収作業を管理人の方

と行いました。軽トラ２台分のゴミでした。現場は路肩に３・４台駐車できるスペー

スがあり車を停めやすい場所です。再発防止に木にロープとネットを設置し、注意看

板を立てました。その後の再発は現在のところありません。 
会長 適切に処理していただいたと思います。他に何かご意見はありませんか。それでは以

上で事項が終了しましたが、風力発電施設の増設に係る同意書については、上阿波区

と㈱シーテックの問題がありますので、管理会としても慎重に協議していく必要があ

るので、継続審議としていきます。 
本日はこれで閉会といたします。皆さんありがとうございました。 

 


