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平成２４年度第１回伊賀市島ヶ原財産区管理会議事録 

 

開催日時  平成２４年７月４日（水） 午後１時３０分から午後４時 

場  所  島ヶ原支所 ２階１・２会議室  

出 席 者  管理会会長、副会長、委員５名 

      村主山林管守人 

      島ヶ原支所長、振興課長、西口主幹、坂本嘱託員、山本臨時職員 

      農村整備課 岡本課長、井上主査 

      三重県伊賀農林商工環境事務所林業振興課 北出主幹  

      伊賀森林組合 増田課長 

 

１．開会 振興課長 

  みなさんこんにちは、ご案内の定刻となりましたので、只今から平成２４年度第１回伊賀市島ヶ

原財産区管理会を開会いたします。会議次第の第２の会長あいさつ島井会長よろしくお願いい

たします。 

 

２．島井会長挨拶 

  どうもみなさんご出席有難うございます。２４年度の第１回ということで、７月に入って

しまったのですが、今日は決算の同意事項や２３年度に実施していただいた三国塚線の道

路の関係で本庁の方からご説明に来ていただいているので、充分実のある会議にしていただき

たいと思います。 

  ただ私共あと半年を切りまして任期の方が１２月までということですので、あと１回あるか

どうか、１回はありますね。あと１回予算の検討ぐらいかと思いますので 後の任期となりま

すのでよろしくお願いしたいと思います。 

  会長に就任させていただいてから、住民の皆様方に少しでも財産区を知って頂こうというこ

とで広報もやるというのが、去年の３月に１回出しただけで、２回目は出てないんですが、皆さん

方に知っていただこうとの思いが、達成出来ないままに今までに至ったので、後の５ヶ月

間で出来たらと思っていますので皆さんのご協力のほどよろしくお願いしたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３．支所長挨拶 

  みなさん改めましてこんにちは、本日はお忙しいところ、平成２４年度第１回伊賀市島ヶ原財産

区管理会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。只今ご紹介をいただきました

島ヶ原支所の土永でございます、どうぞよろしくお願いいたします。 

  また、皆様方におかれましては、日頃から伊賀市行政各方面に対しましてご理解ご協力さら

にご支援を賜っておりますことをこの場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。さらに委員の
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皆様方には、島ヶ原財産区管理会条例の主旨に添って職務を遂行していただいておりますことを、

重ねてお礼申し上げます。 

  本日、その他の項にも財産区有林の平成２４年度から平成２８年度までの、５箇年間の整

備計画についてご説明申し上げますが、本来なら昨年度中に計画を作成いたしまして、本年

度４月からの計画として進めて行かなければならないわけですが、大変遅くなっていますことをお詫

び申し上げます。説明後には、各委員さんからのご意見を頂戴いたしまして、整備計画に反映

し早急にまとめて行きたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

  後に、先程会長さんのご挨拶にもございましたように、皆様方の委員としての任期が本年

１２月１６日を以って満了となりますが、本当に４年間ご苦労様でございます。 

  今後の選任方法につきましてもその他の項で事務局からご説明申し上げますので、併せてよろ

しくお願いいたします。 

  それでは、会議次第の順に議事並びにその他の項目につきましてそれぞれの担当者から、ご説

明申し上げますのでよろしくお願いいたします。簡単ではございますが開会にあたりましての

ひとことの挨拶とさせていただきます。本日は大変ご苦労様でございます。 

 

４．会議録署名委員の指名について 

(島井会長)  本日の会議録署名委員は、坂本委員と松山委員を指名しますので、議事録が

出来ましたら署名して下さい。よろしくお願いします。 

 

５．議事 

（報告事項） 

（１）報告第１号 林道「三国塚線」開設工事について 

（農村整備課長）皆さんこんにちは、農村整備課長をしております岡本と申します。よろしくお願いい

たします。財産区さんには、三国塚林道の開設工事につきまして、特別の

ご理解をいただきまして、順調に工事が進んでいることにつきまして、お礼申

し上げます。昨年の台風１２号で三国越林道の被害箇所につきましても復

旧工事も完了させていただきました。今年度平成２４年度の当初計画では、

５千万円でありましたが、県のヒヤリングによりまして、４千万円となったことを報告いた

します。 

（農村整備課） 資料に基づき説明及び台風４号と６月２２日から２５日までの大雨による三国

越林道の被害状況並びにグレーチング盗難被害の説明 

（島井会長）  今説明していただきましたが、前年度の段階では、毎年工事をすることにつ

いて、起債で分割払いだという話をしてたんですが、年々返済額が上がって

行くと説明を受けていたんですが、その分はやり方を変えたと 

いうことですか。 

（農村整備課）そうですね、担当が替わったということで、私等も分からずに進んだこともあったんで
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すが、３年間の予算でとらせて戴いたということで、ご理解を賜ればと思うんです

が、お互いに分かりやすい資料かなと思うんですが。 

（島井会長） だんだん上がっていって５百万を超えるようなことも聞いていたんですが、毎年必要な分

だけやって行くというような形に変えたということですね。 

       それから、この資料の中でも等高線が殆んど同じなんですが、今回は平坦な部分が多

いのですか。 

（農村整備課）そうですね。県の方に話はしてるのですが、県は平坦な部分はコンクリート舗装はやらないで

欲しいと言ってるのですが、そういうことが県の林道の指針にあるのですが、

起伏の中に平坦な部分があって、水の流入とかで洗われるのを防ぐという意味で、コンクリ

ート舗装を認めてくれるようお願いをしているところです。 

（島井会長） かなり伸びてきたので、供用開始がいつになるのか気になっているのですが。 

（農村整備課）今年のまず４千万円と来年度の５千８百万円の予算で、工事の進捗を考えま

すと目一杯かなあとの思いがするところですが実際のところ今年が３千万円しか

できなかったとすると、 終年度の工事量が増加するとなると来年度で出来るかと

言うとかなり厳しいものがあります。その時はご相談させてもらうこととなるのではな

いかと思います。 

（島井会長） と言うことは、全部終わってからでないと供用開始が出来ないと言うことになり

ますね。 

（農村整備課）道としては使っていただけるのですが、常に工事している状態ですので片側から

しか工事ができませんので、工事のしていない土日に利用していただいても問

題はないと思いますが、工事車両がありますので供用開始までに使って戴ける

かどうか難しいところです。 

（島井会長） 今通行止めになっているのですが、工事車両は行けるのですか。 

（農村整備課）これについては、災害のところで説明させていただきます。 

（島井会長） かなりかかると思っていたのが来年度であげたいということですが・・・ 

（農村整備課）その気持ちはあります。 

（島井会長） 今一番の希望は、現在の場所からもう少し伸びた池（桧尾の池）まで繋がると水

利組合の関係もあり有り難い。 

（村主管守人）開設にかかる支障になる木ですが、樹齢６０年から７０年の桧・松があります。これが

用材になりますので、どの様に処分する計画ですか。 

（農村整備課）開設で出て来る樹木については、その現場で使うということは、その林道開

設工事の基本的な考え方でして、私が携わってからは、あまり大きな樹木は確認

していません。 

（村主管守人）木造建築に、日本建築にどうしても必要な赤松があり、ほかすのがもったいない。

昔は村製材がありまして、このような場合みんな村製材に引き取ってもらって、村運

営の財源になっていました。これまでは山に切り捨てて山の肥にしているような状



4 

況ですが、それはもったいない。欲しい人もいるから入札しても良いのではないか。道

ができたし直ぐ車に載せられるし、良いと思うのですが。 

（島井会長） 入札まではしなくても、使う人に分けてあげて欲しい。林道工事の途中まで

は、松の木も捨てて置いてあったんですが、途中から柵に使うようになったんですが、

焼き物をするひとがかなり多いし、松の木はその焚き物にもいいのではないかと思

います。もし要望を聞いて使いたい人があれば、何らかの使っていただける方策を考え

て戴ければいいと思います。 

       工事にどうしても使わなければならないとなれば別ですけど。 

       どうですか、今の工事の関係で何かありますか。よろしければ、出来るだけ延長を伸ば

して戴くということでよろしくお願いいたします。 

（農村整備課）台風４号と６月２５日までの大雨による三国越林道の被害状況及びグレーチングの盗難被害

について報告 

 

（２）報告第２号 平成２４年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算について 

（事務局説明）平成２４年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算書に基づき順次説明 

（事務局説明）三国塚林道開設工事の平成２４年度事業費が、前回平成２３年１２月２２

日開催の第３回伊賀市島ヶ原財産区管理会では、５千万円で地元負担金は、

１７５万円だったが、県査定の結果事業費が４千万円、地元負担金１４０

万円となったことを報告 

（島井会長） 説明戴いた予算の関係の歳出第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一

般管理費の繰出金の三国塚林道開設工事負担金１８３万１千円となっている

のは、先ほど本庁の説明にあった、１４０万円になると予算上はこうなって

いるけれども、もっと減らされることもあると言うことでよろしいですね。 

（谷森副会長）歳出の第２款財産費第１項財産造成費第１目財産区有林造成費賃金の関係

の作業員３名ですが、前回も聞いたのですが、５月中旬に１名増えたという

ことですが、誰が増えたのですか。 

（事務局）    永家さんが増えました。 

（谷森福会長）それでは、３名は誰ですか。 

（事務局）    前からいてくれる大川、吉永さんと、先ほど説明いたしました永家さんの３名です。 

(委員）       車両購入費で 1台となっているのは、軽トラですか。   

(事務局)      軽バンを1台購入させていただきまして、6月の末に入りました。 

(委員)        それでここから乗って行く訳ですか。 

(事務局)      ３名と村主さんと乗っていただき、そこへ草刈機等の道具類を載せていただく

ということです。 

(委員)        財産区境界確定業務委託ですが、無執行で終わるんではないか。 

(村主管守人)  委託するほど難しい所は、今のところないのです。予算を取ってくれていますが、
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流すことになりますね。 

(事務局)      平成 22 年度に山村境界の基本調査ということで、骨組みの測量が国土交通

省直轄で行われ基準点も設置されたことから、財産区の境界確定もしていきたいと思っ

ています。今現在は村主さんと作業員さんとで、杭を打って戴いているわけですが、

確定については、立会等も必要だと思いますし、折角打って戴いてる杭を測量で

ひらっておくことで、今後復元する際に必要になると思いますので、本年度は予

算の範囲内で出来る所からやって行きたいと思っています。場所については、村

主さんとも相談したいと思っています。 

(島井会長)    境界確定については、一切していないので、何箇所かずつ立会いを求めてして

行かないと、杭打ち作業が全く無駄な仕事になるので、基準点を設置してもらった

近くで引っ張ってこれるところで、立会いを求めた点を打っていってもらわないと、全くの法

的な境界確定になっていないので、今後の資料にもなっていないし境界の特

定にはなっていないので、毎年少しずつでもしていき、本当の境界を何箇所か

作って行く必要があると思います。 

(事務局)      会長が言われるようにやりたいと思いますが、先ほども言いましたように、場所については、

村主さんとも相談したいと思います。 

(委員)        境界確定の場所については、県外の人が多いのですか。 

(村主管守人)  県外の人が多いです。大正 13 年の実測図に基づいているので、その当時は立

会いして了解済みである。国土交通省の調査で基準点を設けてくれたので、確か

な図面を作ってくれたらと思います。 

(島井会長)    飛島、三菱との境界は、直ぐ特定していけるので、立会いを求めて確定していける

と思う。 

(事務局)      正式には言えないことですが、その土地の件ですが、ほとんど三菱の土地と

なっていますが、あと農地の関係だけが飛島の所有となっている状況です。 

        農林水産大臣の許可を得て、農地転用の手続きができてないことから、このよう

な状況になったようです。 

       近、支所の方へ事業を行う旨の相談に来ておりますが、そう言った場合に市

の考えですが事業する方から、境界確定を求めてくるのが、本来の形だと思います。

今飛島、三菱のところを先行してやれと言うのはそのような事情からむりだと思います。ま

た、市長が飛島建設がゴルフ場建設の計画を断念した時に助役として関わったため、そ

の経緯をよく知っていることから慎重に取組んで行くようにと指示をいただいておるところ

です。 

(島井会長)    「音波の池」の近くで、立会いで境界を確認しているので、測量じゃなくて境界

の点を打つということでは、両者了解を得ているので、村主さん一人で動くのでは

なくて、相手方の立会いのもとに番号をつけてきちっと、打って行くという作

業はできると思う。 
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(事務局)      仮に三菱の土地で事業をするということであれば、会長が言われたように双方が財産区

と三菱で立会いのもとで境界を確定しなければならないという作業が出てくるかと思

いますが、相手は大きな事業を考えていますので、その計画の内容がはっきり

していないのが現状です。 

(島井会長)    2 年前に立会いした所は、確定していないのですか。 

(村主管守人)  教えてあげたのですが。 

(島井会長)    教えてあげたというのは、確定したということですか。書類にしてないの

なら何の意味もない。村主さんに折角やって貰ってて申し訳ないのですが、基準点

から境界杭まで引っ張って来て確定するというところまでやってもらわないと。 

(同意事項) 

議案第 1号 平成 23 年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算について 

(事務局説明) 平成 23 年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計資料に基づき説明 

(島井会長)   予算では、積立金がいつも1千万程度で、決算では 2千万を超えるということにな

っているが、支出の方で余ってきているのですか。 

(事務局)     差額の約 1 千万については、平成 24 年度で説明いたしますと、大きなもの財

産区有林造成費の中の区有林整備業務委託 300 万円、財産区境界確定業務委

託 300 万円などがあり予算でみていたこれらのものが執行が無かった結果であります。 

(島井会長)  予算にあげてあるが、執行しなかったということですね。そうすると平成 24 

,      年度もそういう可能性が高いということですね。 

(事務局)     国県の事業の進捗状況によっては、その逆のことも出てくる場合があります。 

(島井会長)   毎回予算、決算が遅れて出て来るのでどうしょうもないですが、他に質問等ありません

か、なければ承認としてよろしいか。 

       それでは、承認することといたします。 

その他 

財産区有林の整備計画について 

(島井会長)   北部林の森林施業計画が平成 23 年度で終了となりましたが、平成 24 年度から

平成 28 年度までの新たな 5 箇年の森林整備計画を伊賀森林組合から説明をお願い

いたします。  

(伊賀森林組合) 資料に基づき説明 

(事務局)     平成 24 年度施業予定であった観節、上長野については県の予算がつかなか

つたことにより、1 年延期となったことについて三重県伊賀農林商工環境事務所

森林保全課と打ち合わせを行ったことの報告 

(村主管守人) 県の図面訂正について  上長野の位置訂正について 

(島井会長)   南部林は分かったが中部林はどうですか。 

(森林組合)   中部林は、以前に聞かせていただいたのですが、境界が確定していないため

難しいと聞いています。 
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(村主管守人) 中部林は、８割方杭打ちが終了しているが、立会いなしにやっています。 

(島井会長)   折角来て戴いていますので、県の方から何かありますか。 

(県北出氏)   今日は経営計画ということで伊賀森林組合さんと同席させていただきました

が特に説明することはございません。 

       ただ、国では今林業再生プランというのがございまして、森林資源の有効活用が言

われており、これまで切り捨て間伐がメインだったものを搬出間伐に変化して来ており、経営計画

の中でも間伐材の搬出が含まれています。 

       島ヶ原財産区は、地域でも有数の面積を持っておられるし、経営計画は勿論木材の有効活

用を検討していただければと思います。 

(島井会長)   一昨年あたりは、木を使ったらあかんとか、間伐材は切り倒しになってたしどうなって

いるのか。 

(森林組合)   林業は、環境方面にやるのと林業再生を目的としてやるのとで、目的は全く正反対です

がやることは同じです、ですからその時々で も有利な方をお勧めしています。南部林で

やらせていただいている事業は、環境林整備事業なので木を出すのも儲けてもだめというこ

とになっています。 

       一方林業再生事業は、どんどん木を出して補助金を得ながら儲けて林業を再生していくこ

の二つになるのですが、所有規模が非常に広い面積を持っているのが強みです、こ

の強みを 大限に活用して一番有利な方法で、過去から今までまたこれから先、森林

整備が継続されていることは言うまでもありません。無理をして林業再生にもっていかなく

てもいいと思います。 

(島井会長)   そのへんは、森林組合さんにお任せします。欲しい人がいたら金儲けしなくてもいい

から分けてあげたらと思います。 

(森林組合)   治山事業した木やからいけないということは、一切ありません。事業はさせてもらいます

が、木は島ヶ原財産区のものですので、治産事業をした後の木は自由に持ち出して

売っていただいて結構です。 

(島井会長)   焚き物にしたり木工にしたり希望があれば、ただででも持って帰ってもらうこともできるわけ

ですね。 

(森林組合)  近では手間もかかるし採算がとれないので、それをする人が少ない状況で 

す。ただ一例だけ、大山田財産区で治山事業をした後の木を出して売られた 

ことがあったんですが、採算がとれなかったと聞いております。 

(島井会長)   隣の信楽では、丸太を小さく切って積み上げていますが、焼き物に使ったり 

しているのだと思います。使い易いようにすれば欲しい人も出てくるのでは 

ないかと思います。他に質問等がなければこれで財産区有林の整備計画につ 

いてを終わります。 

森林保全課の行う北部山林の治山事業について 

(事務局説明) 資料に基づき説明 
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       本年度実施は、山腹工の 1箇所と№2の治山ダムです。 

       設計は、7月末にあがり業者が決まるのは 8月末になる予定である。 

       工事のために大型トラック及び重機が入ることに伴う既設林道の補強工 

事についての検討を行うよう県に進言することにします。 

 

財産区管理会委員の改選について 

(事務局説明)  資料に基づきこれまでの推薦方法の決定の経過報告等説明 

(支所長)      財産区管理委員の選任方法の経過説明と財産区住民の全体集会について財

産区管理者である市長に相談した結果の報告 

(島井会長)    前回は、それぞれ前管理委員さんから言われてなった人が多いのではないでしょうか。こ

の選任がまち協となれば多分区長委員会か特別委員会かになると思います。 

       各区で誰がいいかと意見を求められれば言ってもらえばいいと思います。 

(事務局)      基本的には、今までは区長会で決めていたことになっています。今回からは市

とまち協との協定により、まち協に依頼しましたので、推薦方法についてはま

ち協さんにお任せということになります。 

              この管理会が終わりました後、まち協へ依頼をし、これまでの区長会で決定された推

薦方法をも説明をし、早急に推薦いただき本年 12 月の議会に市長の専決案件とい

うことで上程させていただきます。 

       おそらく開会日に決定されると思います。したがって 12 月議会に上程となれば手続

き上 10 月には推薦決定していただくことが必要です。 

(委員)        今までの確認は、8 区の内の順番に 1 地区落として行くということですね。

そしてそれ以外の区から一人ずつ選んでいくということですね。 

(委員)        初は市長さんから、二回目は区長さんからして下さいということでした。 

(事務局)       過去には区長さんから要請があつたとかいろいろとありましたが、今回から市長とまち

協との協定により管理委員の推薦は、まち協の区長委員会等で決めていただけるも

のと思います。 

(委員)        これまでの推薦方法には、こだわらんということですか。 

(事務局)   今までどおり行くのかそれとも新しい推薦方法にするのかは、まち協さ 

の考えに委ねたいと思いますが、前回からの区長会で決定された方法について

は、お伝えさせていただきます。 

(島井会長)     できないことの要望ですが、8区から外れた区に対して何らかの方法で関与出来

る方策が今後の課題だと思うのですが。他の県では顧問等で増やしたりして、一

人でも多く関与できるよう考えて行くのが今後の課題だと思います。 

(事務局)        以前に補助員の名目で入ってもらって 8 人でしていたが、県から指導を受けて現

在の形になっています。 

(島井会長)      意見を出せる場を設けることが必要ではないのか。 
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(事務局)        それは市の方から提案できませんし、まち協へ委ねますので、もしそういうご意

見があれば、まち協の中で考えていただきたいと思います。 

(島井会長)      工事や施業を行う地区の委員が 8 年間もいないことになるので何とかならないかと

思います。まあそういうことで推薦依頼をしていただくと言うことでよろしく

お願いいたします。 

 

財産区有林の視察について 

(島井会長)      財産区有林の視察ですが、去年一回行いましたが、実はまち協の中で 10

月 13 日にしようかという話をしていたのですが、嘱託員さんが都合が悪いとい

うことで、14 日にできたらと思います。職員のみなさんの参加がなくても、嘱

託員がいてますのでルートも去年行ったから分かっていますので、先ほどから話題に

上がっている間伐材等も見ていただけたらと思います。10 月 14 日日曜日ですが、

ハイキング気分マツタケ狩り気分で参加いただけたらと思います。 

(島井会長)      その他事務局の方から何かありますか。 

        去年から地元の人に説明会をするということで、何回も挙げさせていただいて、

区毎の説明会はできないので全体集会でということになり、年度をまたいで

しまったのですが、私が出した広報もなかなか読んで貰ってないのが現状で

す。８割以上の人が財産区のことを知っていないと思います。したがって

財産区って何やという懇談会または説明会の開催を私達の退職までにできたら

と思います。 

(事務局)        そのことについて、昨年の 12 月 22 日開催の財産区管理会でご承認いた

だいた、島ヶ原地域住民対象の財産区についての、全体会の開催について、

支所長から説明させていただきます。 

(支所長)        合併協議時の当時の島ヶ原稲森村長さんが、昭和 28 年に起った山津波を二度と

起こさせないため、村を挙げて今まで管理、造成して来た村有林をどうしたら将

来も守っていけるのかを考え、苦渋の選択であったと思うのですが、市町村合

併の際に旧市町村が所有や管理していた土地や財産を新市町村に引き継がずに

旧市町村の地域で管理、処分するために財産区を設置したのですが、この財産

区の管理者は市長となっています。 

        また、島ヶ原財産区は管理会制となっていて、設置の際には市議会で承認

されています。 

        さらに、昨年の 12 月 22 日開催の財産区管理会で、島ヶ原地域住民対象の全

体集会を開催することについて承認をいただいていることに対して、財産区管理

者である市長に相談した結果、市長は、合併した時点の各首長の考えもよく理

解しているが、どうしても管理会委員が、共益還元を含めての地域住民説明会の

開催にこだわるのであれば、伊賀市である以上、上野地域等の議員さんの同意や理解
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が必要なことや伊賀市島ヶ原財産区基金条例の第 7 条で基金の管理について

必要な事項は市長が定めるとなっていることから、現行の伊賀市の条例や地方自治

法に従って進めていかなければならないこと、また平成 23 年度発行の第１回財

産区だよりの中でも、管理会制財産区では、財産区管理会には積極的に財産区

の管理運営及び財産の処分に関与できる制度にはなっていないと記載されて

いることなどからも、委員の皆様も理解していただいていると存知ますが、財産区

の管理者である伊賀市長としても地域住民を巻き込んだ共益還元についての懇談

会の開催は必要ないとの判断であります。 

        以上のことから市長とも相談した結果、懇談会の開催は必要ないという結論を

いただいての判断ですので、事務局としては、昨年の 12 月開催の管理会

で話し合われた約束を破ることでは無いと考えます。 

        また、本日の管理会の議事内容などの打ち合わせを島井会長と事前に打ち合わ

せをさせていただいた時にも、昨年の 12 月開催の管理会で全体集会を開催する

ことについて、承認をしていることから市長が共益還元の住民懇談会の開催が、

必要でないとの判断であれば理解すると、しかし会長からは今お話あったように、

地域住民対象の全体集会は共益還元だけの内容の全体集会ではなく、島ヶ

原地域住民の中には財産区とは何かを知らない人が大半を占めているので、そうい

う集会を開催してはどうかという会長からご意見をいただきました。しかし、

事務局で検討した結果事務局で主催して財産区について説明するのはいい

と思いますが、すでにまち協の運営委員会また産業生活部会、健康福祉

部会などで、財産区基金の有効活用についての話し合いをされているのが実情

でございます。おそらく財産区とはの懇談会を開催しても、住民の皆様から共益

還元の意見が、出て来ると思われますので、市長が共益還元の住民説明会及び

懇談会の開催は必要ないと判断を下されておることから、共益還元の意見が多く

出されることが、想定されるような住民集会を計画するようなことは、我々職員としては、

計画することはできませんので、ご理解をいただきたいと思います。どうしても

地域住民の皆様に財産区とはということを理解していただく手段として、

先ほど会長からございましたように、再度財産区だよりを発行いたしまして、前回

の財産区だよりを一部修正加筆してはどうかと考えますのでよろしくお願いいたし

ます。以上で説明を終わらせていただきます。 

(委員)          先ほど住民自治協議会で何やら部会何やら部会で検討したというのは。 

(事務局)        それはよく分かりませんが、聞くところによりますと、資料もありますが、基金の有効活用

について会長さんが部会長でもあります産業生活部会で説明をされて、要望をまとめられ

たようです。すでに基金についてまち協の中で話し合われていることが、私達の

耳に入っているというのが実情です。くわしいことは、私達も把握しておりません。 

(島井会長)      去年の広報を出した時点で、まち協の方で私の説明はあくまで計画につい
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ては、治山、管理だけの計画やから、折角毎年２千万を繰り越すのであれば、何らか

の形の福利厚生の事業があるのではないかとそういう形で説明をしているわけで

す。その中で各部会でこのような所へ金を使ってくれないかという要望が出て

来ただけで、私が集めたわけではない。 

        だから、聞かせて貰うだけで各部会から提案はしてもらっているがまち協としてま

とめていないので、そのへんは勘違いされないように。 

(事務局)        一方的に聞かせていただいただけで、どの様な内容なのか・・・。 

(島井会長)      それと、一番元の部分ですけども、私がなぜやるかと言うたのは、皆に知って貰

って意見を聞こうということで、各区で懇談会をやろうかと去年の頭にやろうという

計画が、暮れになってもう時間がないから全体でやろうとしただけで、利益還元なん

て一言も言ってない。 

        利益還元のための集会なんて一言も言ってないですよ。逆に前の支所長がいつも利

益還元、利益還元と会議のたびに向こうから言ってきたんで、こっちは利益

還元なんて初めから言ってないですよ。使い道と言ってるだけで。そのへんは、どう

理解されているのか知らないけど。 

(委員)          財産区にかかわることについては、もうするなと言うことですか。もうかかわらんでもいい

と、地域のものも、財産区のものもまち協のものも別やと。 

(委員)          いやそれは違う、財産区の委員会の中で共益還元については、検討した 

 らいいと思う。 

(委員)          伊賀市の見解は、そうなんですか。共益還元について財産区の基金の使い

道について、この管理会で決めることができないということですか。 

                管理会として提案できるのですか。 

(事務局)        少し時間をとりますが、議会制と管理会制について説明させてもらいます。財産

区には、議会制財産区と管理会制財産区がございます。伊賀市にも柘植財

産区が議会制でございます。そして大山田財産区と島ヶ原財産区が管理会

制となっています。議会制財産区の場合は、財産区の議員は、市町村議

会の議決事項の内財産区に関する予算、決算、財産区に関する条例の制定、

改廃、財産区財産の管理、処分及び契約の締結などが、公職選挙法により選

出された財産区議員が開く財産区議会で決定される。その決定に関して市町村

は助言などの 低限の介入しかなしえない。というのが財産区議会でご

ざいます。 

        一方、管理会制度の場合は、管理、運営の実質的主体は、財産区の所属

する市町村となっている場合が多く、伊賀市の島ヶ原財産区がこれでございます。

即ち市町村が財産区財産の管理、運営についての計画を策定し、市町村議

会で審議がなされ可決されればその計画案に添って、財産区の運営がなされる。財

産区管理会としては、この一連の過程に賛否を表明する程度の、同意権を持つ
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だけである。市町村の地位を排除したり、市町村の行う管理行為のチェックはできるが、

積極的に財産区の管理、処分が出来るわけではない。管理会制財産区は、市

町村の賛成が得られなければ、何事も成しえないと言う見解が一般になされている。 

(委員)          基金で貯まってきた金を島ヶ原のために市長は使ってくれるんやな。 

(事務局)        市長はその思いがありますが、一筆書けとかはできないがその思いは充分

ありますということです。地域住民のために、合併当時の稲森村長の見解も聞

かせてもらってその思いは充分ありますと言うことから、我々に説明してくれたこ

とです。 

(委員)          もっと簡単に言えば、地域自治協議会からこの基金についての使い方を市に提

案して、それを同意を求めてきたら管理会は同意をする。 

(委員)          市長の思っているのは、財産区の委員さんの中で、逆に住民自治協議会から、

使い方について言うて来た案を提案すれば使ってくれると思う。 

        ただ、皆の前で意見を聞くというのは、あかんと思う。 

(事務局)        平成 24 年の市議会予算委員会で、一億円余りの基金をどう使っていくのかと

の議員から質問があり、昭和 28 年災害で旧村有林が壊滅状態になった。その

ため森林保全の目的で林道等の整備を行うために、島ヶ原地内から基金を積み立てし

ている。今後国補事業がなくなる時代が来ることも予想されますので、基金として

積み立てて行きたいと言う答弁をしております。 

(島井会長)      市長が思っているといいますが、法律で決まっているんですよ。島ヶ原以外に使え

ないんですよ。地域住民の固有の財産と法律で決まってるんです。それを市長が思っ

ているんではなくて、法律で決まっているんですよ。ただどんなタイミングでやるのかは、市長が決

めるんです。島ヶ原で使うと言うことは、法律で決まってるんです。 

(事務局)        それに反論ですが、地方自治法の第 296 条の 5 で、それをするわけではないのです

が、市と財産区との協議により、その財産区から生ずる収入の一部又は全部を市の

事務に要する経費の一部に充てることができる。 

        と言うことになっています。財産区以外のところに使った場合は、財産区

住民に対して、不均一の課税等が出来るとなっています。 

(島井会長)      それは特別な場合で、あくまで財産区住民の財産ですよ。 

        使うのは地域住民に使うものであって、使い方は市長なり議会の承認がいるの

であって、法律で決められているんです。 

(村主管守人)    管理会には、提案権はないんですか。 

(事務局)        提案権はありません。しかし、このような形で相談は出来ると思います。 

(委員)          市長は、管理会の意見を聞くかなあ。 

(事務局)        今は、法律の話をしているだけであって、市長は管理会の重要性も分かっている

と思いますし、それは理解してくれてると思います。 

(島井会長)      この間の支所長との話し合いの中で、しないならしないでいいと(全体集
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会)議事録にもやると書いておきながらやらないのであればやろなくてもいいと、まち協の方

で皆でどんなことをして欲しいとまとめればいいんで、それはやりますよと、ここでやるのを止める

のであればそれでけっこうですということで、この間の話は終わったんです。た

だ、前回もその年度の中での議事録にも載ってるわけです。地域の懇談会をやろう出来

ないから全体会をやろうと、これは広報にも出てることをやらないって言うから、やらなければやらなく

ても結構ですと、こっちはこっちでやりますけどもと言ったんですが、それでも同じ答

えが返って来たもんですから、特にやって貰わなくても私は結構ですが皆さんどう思われ

ているのか知りませんが、広報にまで出してるはずの内容を無視するような形で、返っ

て市長の信頼を損ねるようなことをしてるんではないのかと、その心配をしてるんですが。

それでもいいということであれば、もうやらないということであれば、それで結構ですけ

ど。 

(事務局)        会長、それはですなあ。財産区基金の有効活用についてのまとめた表も我々戴

いてるんです。初めて会長さんに聞かせていただいて分かりましたけれども、やはり基金の

有効活用についての 初の説明では、島井会長さんが、部会に出られて説明をし

て聞いてまとめられたと言う・・・ 

(島井会長)      そんなもん私何もしてませんよ。まとめも一切してませんよ。いかげんにしなさい。そんなもん見ても

ないしまとめもしてないですよ。 

(事務局)        実際にですね・・・・ 

(島井会長)      実際も何も私は知らんと言ってるんじゃない。 

(事務局)        それは分かりましたよ。しかし、まち協でそう言う話をされてると言うことは、我 も々

聞かせて貰いましたもので、今言われているように、この財産区の基金の有効活用

についての、そう言う話をまち協でされているこの段階で、財産区とは何かと

言うことの集会は、出来ないと説明しているのです。 

(委員)          一体何を考えているんや、あんたらは。地域の者が、地域のことについてどうしょうか

いう相談をすることを、それ自体けしからん言う言い方してる。一体民主主義どこにある

んやそんなこと言ってたら。そうでしょう。お宅らまずは話して相談することは、あっ

たっていいでしょう。何を相談したっていいでしょう。そのことがいかんと言う

言い方やないですか。おかしいんと違いますか。こういうことについて、相

談することすらいかんと言う言い方をする。今の言い方では。 

(事務局)        支所が開催しと 初に説明してます。 

(委員)          資料の話とか会長がしゃべったと言うことについて、とやかく言ってること自

体がおかしい。どこで何を言おうとかめへんやないの。 

(事務局)        我々としては、今やられてることを、とやかく言うているのではなく、もうすでに基金の

有効活用について、まち協等で話し合われていますので、その全体集会を開い

た時に、地域住民の人からの質問や意見は、有効活用についての、質問や意見

が出される想定がありますので、そういう集会は、出来ませんということです。 
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        この間会長宅に寄せてもらった時に、会長が私から先頭をきってしてませんとおっ

しゃってくれました。それでいいんですけども、まち協の中で話されていることについ

ては、会合の時には出てくると思われますし、こちらとしては、責任は持てない。 

(委員)          責任とれとかは、言っている話ではないと思うんですよ。正規の相談をしようと言う

てる場を、お宅らは行政として設定してくれませんかと言うてるだけのことと違うんで

すか。私らの言ってるのはね。所謂地域住民のためにそういう話をする場を設定して

下さいと要望しているわけでしょう。話することについて市が答弁する必要がなにも

無いわけでしょう。違うんですか。 

(事務局)        聞かれたら答弁しなければならない。 

(委員)          何で、市に答弁してくれとかは言ってない、財産区として個々の区でやれない

から市が設定しなさいと、そやから場を設けてくださいと言うてるだけやないですか。 

(事務局)        財産区とは何ぞやという話でお互い・・・・ 

(委員)          そやからそう言う話をしようと・・・・・ 

(事務局)        例えばそういう集会の中で、いろんな話が出てこちらはそういう情報を聞きに行

く集会で無かったとしても、そう言うことが想定されて、事務局としてどの

様にまとめるとか、市長に伝えるとかできない。 

(委員)          何にもそんなこと言うてへんや。ようはね、 初の・・・・ 

(島井会長)      ここの市民の問題ですよ、そんなことはさせないけども、それを心配して止めるという

のなら、しようないで他のとこで外で支所と関りなしに集会しやなしょうないんで、

折角広報出したのに・・・・ 

(委員)          地域住民の為にあるのが支所でしょう。違うんですか。そしたら地域住民に聞い

てみたいという管理会の意見があるから、管理会として財産区として責任持

ってるんやから、そうでしょう。だから管理会として皆の意見を聞きたいからそういう場

を設けて下さいと支所にお願いしたんでしょう。それをようせんと言うのならなんのための・・・・ 

(事務局)        今やっぱりその条例・・・・ 

(委員)          条例も何も関係ないやんか・・・・ 

(事務局)        我々は、このことについてそれ以上のことは、市長が地域住民のその開催

は必要は無いという判断をされていますので、あくまでも我 ・々・・・ 

(委員)          まあ市長が判断したらしょうないなあ、そりゃあしゃあない分かった分かった。ま

あお宅等としたら無理や。 

(島井会長)      去年一回開催してるんですよ。それが急に変わってきたんで何があったんか知らないけど、

やらないと言うのなら、住民として住民の集まりをするしかしようがない。分かりました。 

(村主管守人)    議会制の方が管理会制より強いのかなあ。 

(島井会長)      市長の意見交換会でそのへんも質問させて貰って、市長が必要であれば柘植でも

行ってますから、皆さんの意見が集中すればすることも検討、当然県の承認、議会

の承認がいりますけれども、そういう方向もありますからというのが、市長から生の声
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で返事を貰ったことですから、その部分はいくら抵抗されても市長もそういう形で答

弁されていますので正式の住民・・いる中でそのへんは、理解しといて下さい。 

(事務局)        今の時点で議会制に移行できるかというと県知事が必要であると認めた時・・・・ 

(島井会長)      それは当然条件です。 

(事務局)       県知事が認めた場合というのは、財産区の事務が複雑なため、また極めて一部

局部のため 市町村議会の議決・・・・ 

(島井会長)      知事の判断までしてもらわんでも結構です。それは知事が判断するんですよ、それは。 

(事務局)        私も島ヶ原財産区の住民でありますので、この基金の使い道については、基金

条例第 6 条で財産区の維持管理に要する費用が一つ、もう一つは、財産区の

住民の福祉の増進を図るために必要が生じた場合に限り使えるということになって

ます。この基金を使うという判断は、財産区の管理者は市長ですので、市

長が使いましょうということに仮になった場合、財産区住民の意見を聞きた

いということになれば、まち協に諮問をしまち協で使い道の検討、集約し市

長へ回答するということになります。 

(島井会長)      今までの中でも、私等の２年、３年目の時には見学会をしようとか、そのへんの

予算は一応入れて貰ってたんですよ。他の財産区を研修しようとかで、100 万ぐらい

予算計上してもらってるんですよ。説明会も去年一回やってるんですよ。住民の説明会を。そう

いうのをやりながら、今年になってそういう話をするから、一体どないなったんやと思って

るだけで、どうしてもやりたくなければいいんで。 

(事務局)        事務手続き上やっぱりやる時には、財産区管理者の市長の決済がいります。 

(島井会長)      少なくとも予算の時に幅を効かせてそんな大きな話をしているわけではないので、説

明会とか見学会とか常夜灯をつけるとかまず研究の部分から入るんで、50 万から100

万ぐらい予算に挙げて貰ってたんやけど、予算無くなるどころか集会も開かないと言

うのでかっかしているだけで、もうやらないのであればやらないで結構です。 

(事務局)        もう一つは他につかった場合は、どうなるのかと言いますと、財産区住民の

皆さんの使った基金額に見合った税金の減額等をしなければならないが、その事

務が複雑でなかなか出来がたいことから、市長の判断でまずそのようなことを

しないと思います。 

(島井会長)      低総会制になれば、住民の総会が出来るんですが、総会制にもなってないんで、

総会制か議会制か管理会制か三つの方法があるんで、総会であれば少なくとも１

年に１回の総会の中で、要求したものをまとめて、市に挙げるということになるんだろ

うと思いますが。 

(事務局)        管理会では、承認だけなんで・・・ 

(委員)          そやから市長から提案してもらったらいいやん。わしらが言うてることをやな。 

(委員)          島ヶ原住民が一番心配しているのは、伊賀市に取られてしまのではと 

        いうことです。一日も早く島ヶ原住民のために取り崩して欲しい。 
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(事務局)        基金としては、もっと貯めておきたいと思ってます。 

(委員)          八つの公民館の冷暖房をつけたらどうですか。 

(島井会長)      インターネットを見てもらったら分かるけど、隣の信楽へいけば学校に毎年金出してるとか、消防団

に金出してるとか、全国でもいろいろな方法で金を使っているんです。 

        島ヶ原の場合山の管理だけで、たとえ 10 万の金も他の目的で挙げてないんです

ね。他の目的で挙げとけばまだちょっと金少ないけどこれだけで何か皆のこ

と出来るかなあということがあればいいんですが、挙げてないから、これだけの為

に何で２千万毎年残って来るんや、ほっとくんやと言うことになるんで、ちょっとずつで

も住民皆に役にたつ物に使っていけば例え一軒に 1 万ずつ、1 万は多いか、

1000 円ずつになるような部分があるんであれば、それだけでもいいんやけど、その目的をどこ

にも計画を立ててないんで、その部分を立てる必要があるのではないかと言ってるだけ

で、1億丸々使おうかと言う様なことを、一つも思ってないし、計画に無いこ

とが問題やと言ってるだけで、するなと言うんやったら・・ 

(事務局)        これは今言われたように、我々としても一度管理会の中ですので、一度勉強させてもら

います。10 万でも今後考えて行きたいと思います。 

(島井会長)      もういいですよ、予算終わったから。 

(事務局)        今後です。 

(事務局)        この第 6条と言うのは、もの凄く狭い。 

(島井会長)      議会の承認を得なければならないので、狭いことは、分かってるんやけど、だからその

狭いとこでどんなことが出来るかと言うことであって、逆に私の広報したこ

とによって、1 億２千万の金を何処へ使うかと思っているんで、各部会からあがっ

てくるのを、全く聞かないようにしているのに、要望が挙がってるやないかと言われても、

私は聞いてないので、まあこの話はこれぐらいで。それではこれでよろしいですか。 

(委員)          奥田の林道のことですが、小松原林道は、財産区が草刈りをしているが、奥田

林道も刈ってくれないかと言う要望です。 

(島井会長)      これは、管理会で決めることではないので、事務局でお願いします。 

(事務局)        事務局で対応させていただきます。 

(島井会長)      それでは長時間になりましたが、これで平成 24 年度第一回島ヶ原財産区管理会を

終了いたします。 

(事務局)        ありがとうございました。 

                     平成 24 年    月      日 

 

         議事録署名 

               (会    長)                                    

 

                              (署名委員)                                    
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