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平成２４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２５年１月２４日（木）午後１時３０分から午後４時３０分 

出 席 者   奥永長寛、菊岡芳男、西中敏、菅山進、風隼宗昭、増尾正美、十代文子 

       以上管理会委員７名 

       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 

       村主森林管守人 

       三重県伊賀農林商工環境事務所森林保全課 山本課長、福島、久米 

       伊賀市農村整備課 前川副参事、井上主査  

       伊賀市農林振興課 木澤 

 

１．開会 振興課長 

失礼いたします。ご案内の定刻になりましたので、只今から平成２４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。私事務局の森田と申します。よろしくお願

いいたします。会議次第によりまして進めさせていただきます。会議次第２の支所長

あいさつ、支所長よりお願いいたします。 

 

２．支所長挨拶 

皆さんあらためましてこんにちは。島ヶ原支所長の土永です。よろしくお願いいたし 

ます。大変お忙しいところ、平成２４年度第３回伊賀市島ヶ原財産区管理会にご出席い

ただきまして有難うございます。 

 日頃は伊賀市行政各般に亘りまして、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。 

 皆様方におかれましては、前財産区管理委員７名の方の任期が平成２４年１２月１６

日に満了を迎えますことから、伊賀市島ヶ原財産区管理会条例第３条におきまして、委

員は、島ヶ原財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、伊賀市の議会の

議員の被選挙権を有するものの中から、財産区の住民の意向に基づき市長が市議会の同

意を得て選任する。となっておりますことから、島ヶ原地域まちづくり協議会から７名

の方のご推薦をいただき、昨年１２月議会において人事案件として上程をさせていただ

いたところ、全会一致で全員の皆様が同意を得ましたので、市長から平成２４年１２月

１７日付で選任させていただいたところでございます。 

 本日は、新しい委員さんでの財産区管理会として第１回目でございますが、財産区管

理委員の任期は、地方自治法第２９６条の２第３項により４年となっておりますので、

これからの４年間どうぞよろしくお願い申し上げます。また、昨年１１月の市長選挙で

当選されました現岡本市長は、重要施策に３項目を掲げトップセールスで伊賀市を元気

にすると宣言され、市民目線による分かりやすい公平で透明性のある市政を市民と共に
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築いて行くと訴えております。 

 一つ目は、医療の再生でありますが、市立上野総合病院に対しあらゆる業務を見直し、

病院のあり方を検討して行くために、市民を交えた第三者機関仮称再生市民会議の設置

を検討しております。 

 二つ目の無駄の無い財政では、節約が大切でありこれまでの施策全てを見直すため、

仮称市政再生会議の設置を検討しております。 

 三つ目の観光農林業の再生では、市長、職員、市民が共通した考えとして、覚悟を決

めることから初めなければならないと言っており、現在の商工労働観光課を仮称観光戦

略課として独立させて、伊賀市は、観光で生きて行くという、所謂、観光立市を市長自

らトップセールスで発信して行きます。また、１２月２５日付で味岡前教育長の後任に

野口教育長が就任されました。また、１月１日付けで空席となっておりました副市長に

は、県職員の辻上氏が副市長に就任されました。辻上副市長は、市政再生に向け職員に

対し法令順守と説明責任市民意識の行政の２点を挙げ、野口教育長も特に校区再編問題

等については、現状を充分把握しゼロから見直して行くと１月４日の仕事始めでそれぞ

れ訓示をしております。 

 支所といたしましても、課題や問題につきましては、市長及び副市長に必要性を精一

杯説明して理解していただくよう努力してまいりますので、いままで以上に皆様方のご

支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは会議次第の順に進行してまいりますが、まず管理会の会長及び副会長を選任

していただいた後、大谷地内民有林補助治山事業、林道「三国塚線」開設工事及び森林

環境創造事業等の進捗状況を県及び本庁担当者からご説明いたしますのでよろしくお願

いいたします。その後議事といたしまして、本年度、平成２４年度伊賀市島ヶ原財産区

特別会計最終補正予算及び来年度の平成２５年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算等を

審議していただき、同意を賜りたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、開会にあたりましてのご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。 

 

３．会長及び副会長の選出について 

（事務局） 続きまして会議次第第３の会長及び副会長の選出についてでございます。伊

賀市島ヶ原財産区管理会条例第５条第１項では、管理会に会長及び副会長１

人を置き、委員の互選によりこれを定める。となっております。つきまして

は如何取り計らいましょうか。 

（菊岡委員）私、この名簿を見せて貰って自分なりに思ったのですが、会長に風隼さんそ

して副会長に西中さんでしていただければと思うのですが。皆さん如何でし

ょうか。 

（事務局） 只今菊岡委員さんから、会長に風隼氏、副会長に西中氏と言うお声を頂戴い
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たしましたが如何でしょうか。 

（増尾委員）よろしいんじゃないですか。風隼氏は年長者ですし・・・ 

（菅山委員）異議なし。  全員異議なしの声有り。 

（事務局） 有難うございます。それでは、会長に風隼宗昭氏、副会長に西中敏氏が選任

されました。よろしくお願いいたします。 

 

風隼会長挨拶  

 一言ご挨拶申し上げます。先程互選により会長にご推挙いただきました私川南区の風隼 

宗昭と申します。もとより浅学非才の身ではございますけれども、皆様方のご協力を得 

まして、会長の職を全うしてまいりたいと存知ますのでよろしくお願いいたしたいと思 

います。 

西中副会長挨拶 

 町区の西中と申します。会長補佐してこれから精一杯勉強させていただきますのでよろ 

しくお願いいたします。 

（事務局） 有難うございました。それでは、本日現在島ヶ原財産区内で実施しています

事業の説明につきまして、それぞれ担当者を招いておりますので、三重県伊

賀農林商工環境事務所森林保全課並びに本庁農村整備課、農林振興課より職

員の方と山林管守人の村主氏の出席依頼をさせていただいていますのでよろ

しくお願いします。それでは、これからの議事の進行につきまして伊賀市島

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） それでは会議を進行させていただきたいと思います。次第の第４の会議録署

名委員の指名についてに入ります。私からご指名申し上げますのでご協力お

願いします。 

名簿の順位の一番の奥永長寛さん菊岡芳男さんにお願いします。後日会議録

が出来ましたら署名をよろしくお願いいたします。 

菊岡委員から都合により次回に変更依頼があり西中委員に変更した。 

 

５．島ヶ原財産区について 

① 島ヶ原財産区について 

（事務局）   資料に基づき島ヶ原財産区の目的、区有林の区域及び状況、区域内で実施て 

しいる各事業の説明 

（増尾委員） 単年度の２７，０００，０００円の収入は、全てゴルフ場ですか。 

（事務局）   土地の貸付先は、先程説明しましたゴルフ場の丸末、三光砿業、道山、オン 
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       リーですが面積により額が違います。 

（増尾委員） それぞれの貸付面積と額を教えて下さい。 

（事務局）  面積の資料は今手元にないのですが、株式会社丸末で年間２千４百万円、株 

式会社オンリーで２，５７０，４０００円、三光砿業６６５，７００円、株 

式会社道山で７１，５６５円となっています、あと関西電力、ＮＴＴ西日本 

に電柱等の貸付料２，０００円程度あります。 

（風隼会長） 質問等特に無いようですので次の事項に進みたいと思いますが、少し前後し 

て申し訳ないのですが、本日の出席委員は７名でございまして、財産区の管 

理会条例第７条で、４名以上の出席がなければ会議を開くことができないと 

定められていますが、今日は全員出席ということで、会議は成立しておりま 

すのでご報告申し上げます。 

        それでは、次の事項大谷地内民有林補助治山事業について説明をお願いいた 

します。 

 

② 大谷地内民有林補助治山事業について 

（県森林保全課長）失礼いたします。三重県伊賀農林商工環境事務所森林・林業室森林保

全課の課長しています山本と申します。よろしくお願いいたします。

今日は貴重なお時間をいただきまして有難うございます。日頃から島

ヶ原さんには、治山事業にいろいろご協力いただきまして、実施させ

ていただいております。平成２４年度につきましても、大谷で１基の

治山ダムをさせて貰ってます。昨年政権交代もあり景気対策で、保留

となっていた観節で予定していた間伐作業が、平成２４年度の補正で

復活し平成２４年度の繰越事業で実施することとなる予定です。 

         これらの事業等につきましては、担当の久米、福島から説明させてい

ただきますのでよろしくお願いします。本日はご苦労様でございます。 

（県森林保全課） 資料に基づき、民有林補助治山事業全体計画、景気対策による補正予

算に伴う№６治山ダム工及び観節財産区有林間伐について説明 

（風隼会長）   特に質問等無いようですので次に行きます。 

 

③ 林道「三国塚線」開設工事について 

（前川副参事）  林道「三国塚線」開設工事につきまして、伊賀市の農村整備課から説

明にまいりました。農村整備課の前川といいますよろしくお願いいた

します。詳細につきましては、井上の方から説明いたしますのでよろ

しくお願いいたします。 

（農村整備課）  資料に基づき林道「三国塚線」開設工事の進捗状況と今後の計画につ

いて説明 



5 

 

（増尾委員）   完成しているのは、８８０ｍですね。２１年度、２３年度の事業費を

教えて下さい。 

（農村整備課）  ２１年度、２３年度の予算からすると、２１年度は９９，９００，０

００円で、２３年度は、３２，０００，０００円です。 

（増尾委員）   業者は、どこでした? 

（農村整備課）  ２１年度につきましては、山一建設、２３年度につきましては、ビル

ドコーポレーションで路面工舗装工事だけを請け負っていただきまし

て、開設工事につきましては、奥中建設が請け負っていただきました。

今年度２４年度は、奥中建設が再度落札され請け負っていただいてお

ります。 

（奥永委員）   大沢池と桧尾の池の間に滋賀県側からの道がありますね。民有地なん

ですが、計画の桧尾の池までの道は、その道から行くと噂で聞いたの

ですが。 

（農村整備課）   前の管理会でもご意見をいただいたのですが、財産区のご要望といた 

しましては、今開設している三国塚線黄色までの区間（平成２５年度 

の分）が終われば、その先線池に行くまでの区間を何とか進めて欲し 

いと言うお話も聞いておりまして、県の方にも平成２５年度には現在 

の事業も終わるので、次のことも含めてお話をさせてもらいながら何 

とか有効な補助事業は無いのか打診をしているところです。 

（奥永委員）   といいますのは、現在毎年大沢の池まで行っているのですが、その行 

く道が三重県側が駄目なんです。ですから今は大沢の池と桧尾の池間 

にある民有地の道を通らせてもらっているのですが、軽トラがいっぱ 

いいっぱいです。邪魔になる桧を切りますよと言う話があったのです 

が。 

（事務局）     その話は、滋賀県の地元森林組合が進めてくれまして、予定では平成 

２５年の４月には桧尾と大沢池間の道路に滋賀県側からタッチする道 

路が完成すると聞いています。 

（奥永委員）    道を広げるということですね。民有地でも。 

（事務局）     はい。 

（支所長）     この先線につきましては、説明ございましたように国の補助事業に乗 

ってさせて貰います。基本的には全体の計画があったのですが、２５

年度までの黄色の部分で一応完了します。また、先線については、財

産区としては、必要となりますので新たな国庫事業に乗りたいという

思いがあって、単独でやって行くとかなりの事業費がかかりますので、

財産区の基金を全額投入しても足らなくなる状況ですので、本庁の担

当課を通じて、事業に乗って行くということで要望しているところで
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ございますが、対国でございますので中々厳しいものがあるという状

況でございます。 

（風隼会長）   要するに新規事業になるということですね。それでは次の森林環境創

造事業についてに入ります。  

           

④ 森林環境創造事業について 

（農林振興課）   資料に基づき森林環境創造事業について説明 

（西中委員）   これの施業に関しての検証はしてないのですか。 

（農林振興課）  ４年に１回は、現地に行かせていただいています。検証は去年もしてい

ます。施業した時から４年後に検証ということになってます。施業は無

くても去年は、広澤等に見に行かせて貰ってます。 

（西中委員）   見に行ってくれてるのは、分かるのですが現状は、不可になっているで 

はないですか。刈ってくれて植林していただいたのですが、今では木も 

なくなっているのではないのですか。ほとんどゼロになっている状況で 

すので、順次検証していただきたいと思います。 

（増尾委員）   間伐というのは、分かるのですが、受光伐というのは、初めて聞きます 

ので説明して下さい。 

（農林振興課）  林内に光を入れ、下草・広葉樹林の繁茂をはかるために行うことを、受 

光伐と言います。大きな木を伐採し、落葉を貯められるような木を残し 

て伐採して行きます。南部林では、大半は広葉樹林ですので、受光伐が 

殆んどです。除伐と言いますのは、受光伐のあと残った木を伐採するこ 

とを言います。 

（増尾委員）     具体的に受光伐する木は、どんなものがありますか。 

（農林振興課）  どのような木と言うよりも大きくなる木を伐採すると言うことです。具 

体的なことについては、森林組合にしていただいていますのであまり詳 

しいことは答えられませんが、下まで光が届くように間伐して行くと言 

うことです。 

 

６．議事 

（同意事項） 

議案第１号 平成２４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 

（事務局説明）  平成２４年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計最終補正予算資料に基づき

説明     

（増尾委員）   作業員の賃金は、日当ですか。 

（事務局）    はい、日当でございます。 

（増尾委員）   日当は、いくらですか。 
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（事務局）    ７，６１０円です。 

（風隼会長）   それでは、特に質問がございませんので、議案第１号について同意い

たしたいと思いますがよろしいですか。 

（委員）     異議なし。 

（風隼会長）   それでは、そのように決しました。 

 

議案第２号 平成２５年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算の要求について 

（事務局説明）  平成２５年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算資料に基づき説明 

         特に、繰出金の内島ヶ原会館耐震事業分についての説明 

（事務局説明）  繰出金の島ヶ原会館耐震事業について説明させていただきます。島ヶ

原会館の整備についてですが、今年度の伊賀市の総合計画の後期基本

計画島ヶ原地区計画に基づきまして、８月に島ヶ原会館の耐震診断を

行いました。その結果大規模な地震震度６から震度７程度の振動及び

衝撃に対しまして、倒壊の危険性が高いことが判明しました。数値で

申し上げますと一階の独立基礎部分が、０．３６それから二階天井を

支えている１４本の独立柱がございますが、０．１６でございまして、

建物の地震に対する安全性の基準目標値は、０．７５となっています。

従いまして、段階といたしまして、０．３以上０．６未満の数値につ

きましては、地震の振動や衝撃にたいして、倒壊しまた倒壊する危険

性がある建物ということでございます。０．３未満の物につきまして

は、倒壊する危険性が高い建物ということでございます。当島ヶ原会

館につきましては、建築後４１年を経過しておりまして設備、器具の

老朽化が進んでいるため、維持修繕を重ねて使用しているのが現状で

ございます。島ヶ原会館につきましては、文化、福祉施設及び地域の

コミュニティー施設として会館の現状や先程申し上げましたように、

耐震診断結果を踏まえまして、会館の更なる利活用の促進などを考え

まして、また、来館者が安全、安心かつ快適に利用できる施設として、

島ヶ原まちづくり協議会役員さんと協議を幾度か重ねてまいりました

結果、耐震改修工事ブレース補強それからトイレ改修及び和室につい

ては、利用が少なく入口の部分に段差があることから、バリアフリー

に配慮した洋室に改修などユニバーサルデザインに対応した工事を含

めた改修工事を計画いたしております。なおこの２月議会で平成２５

年度の当初予算の中で、島ヶ原会館耐震補強計画それから設計業務委

託料を計上いたしておりまして、本来ならば主な財源は、一般財源で

ありますが、合併特例債の活用について財政課と協議を進めてまいり

ました。 
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この、平成２５年度の設計業務委託費１０，３５９，３００円の財源

内訳でございますが、この事業に対して、社会資本整備総合交付金２，

９３５，０００円が出ます、また、この管理会の同意が必要でござい

ますが、財産区特別会計から設計業務委託費の５％相当額である５１

７，９６５円を繰り出し、設計業務委託費から、これら二つを差し引

いた額の９５％６，５００，０００円が合併特例債となり、残額４０

６，３３５円は、一般会計からの支出となります。したがいまして、

財源内訳は、社会資本整備総合交付金２，９３５，０００円、財産区

特別会計からの繰出金５１７，９６５円、合併特例債６，５００，０

００円、一般会計からの支出４０６，３３５円となります。この財産

区の繰り出しつきましては、地方自治法の第２９６条の５第２項及び

第３項に該当いたしておりまして、２項、３項を読み上げさせていた

だきます、「財産区のある市町村は、財産区と協議して、当該財産区の

財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村の事務に要

する経費の一部に充てることができる。」第３項では、「２項の協議を

するときは、財産区は、予め財産区管理会の同意を得なければならな

い。」と謳っておりまして、この島ヶ原財産区から生ずる収入の一部を、

平成２５年度の当初予算の中で島ヶ原会館の耐震事業について、財産

区特別会計から繰り出して一般会計に充当することにつきまして、島

ヶ原管理会条例の第９条の第９号で「毎年度の財産区の収入及び支出

並びに決算に関すること。」については、管理会の同意を要する事項と

なっていることから、ご理解ご同意を賜りたいと考えております。現

在工事中であります三国塚林道開設工事の国庫補助金などの残額を特

別会計から繰り出して充当していることにつきましても、今回の同意

をお願いする件と同じでございます。 

伊賀市としましても、財政が大変厳しい中でございまして、財産区の

管理者であります市長の考え方も、今回の島ヶ原会館の耐震事業に関

しましては、緊急を要する耐震補強整備が必要でありますことから、

財産区特別会計から繰り出して一般財源の一部に充当することをご理

解いただきご同意を賜りたいと思っております。なお、早急に島ヶ原

地域における公共施設や道路整備など、今回と同様に考える事業を管

理会に提案させていただき、協議をさせていただ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。 

（支所長）    今説明しましたが、先程坂本さんが基金ともう一方の特別会計につい

ての予算の一般財源の活用については制限ができるというのが今の説

明でございます。ですから先程の三国塚開設工事も今の島ヶ原会館耐
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震事業に関しても、同様の案件でございますのでよろしくお願いいた

します。 

（事務局説明）  引き続き第２款財産費から説明 

（風隼会長）   歳出の繰出金の島ヶ原会館耐震事業分５１７，９６５円とございます

ね。これは、先程の説明によりますと、社会資本整備総合交付金と合

併特例債９５％を利用し、耐震補強計画設計業務委託費の５％を充て

るとこういう理解でよろしいか。合併特例債は、一般会計から出て来

るわけですね。 

（事務局）    そうです。 

（風隼会長）   この程度の金額で耐震工事が出来るのですか。事業分となっている。 

（事務局）    来年度は、耐震補強計画、耐震補強設計、それから先程言いましたと

おりで和室等の修繕にかかる実施設計費の部分でございます。 

（風隼会長）   業務委託費ということですか。 

（支所長）    その工事をするが為の設計委託料です。このことについては、先程課

長の方から説明しましたが、耐震の結果を踏まえて、まちづくり協議

会の役員さんと協議を行いまして、当初は新築という案もありました

が、新築となりますと新市長になってから大変厳しくなっておりまし

て、いろいろと制限もあることから、再度まちづくり協議会と協議を

重ねた結果、今のホールは絶対必要であることから、今の耐震補強工

事をし、また、修繕工事を行わなければならないところの部分を改修

をするという結論に達しました。これにつきましては、市長にも認め

ていただきました。このようなことから、概算でございますが、この

工事自体は、１２０，０００，０００円で再来年平成２６年から工事

に着手するという今の段階での計画でございます。それにつきまして

平成２５年度は、まず業務委託として建築確認の許可等は時間がかか

るようでございます。委託料は、約１０，０００，０００円程度でご

ざいます。その５％に当たる費用が、今回の５１７，９６５円となっ

ており、これが５％の繰出金です。 

（風隼会長）   その概算の２６年度以降となると思いますが、概算の１２０，０００，

０００円の工事費が変わると思いますがこれについてはどの様に考え

ていますか。 

（支所長）    耐震補強工事が、約７５，０００，０００円、会館の屋根の防水工事

が約１８，０００，０００円、それと先程言いましたユニバーサルデ

ザインに対応したトイレの改修工事約７，５００，０００円及び島ヶ

原会館の和室をバリアフリーに対応した洋室に替える工事約３，５０

０，０００円でございます。それと、島ヶ原会館の空調設備工事で、
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現在は冷暖房も非常に効きが悪く、ガス管も老朽化していることから、

これが約２４，０００，０００円で合計１２０，０００，０００円を

見込んだ実施設計費用が約１０，０００，０００円となっています。 

（風隼会長）   工事は、２６年度単年度でやるのですか、又何年間計画でやるのです

か。 

（支所長）    現在実施している小中学校の耐震工事をやっていますが、特に夏休み

を利用して実施しているところを見ると、２ヶ月程度を見ているよう

です。島ヶ原会館についても、２～３ヶ月程度で完成できればと考え

ていますので単年度ということです。 

（増尾委員）   支出については、一定のルールに基づいて、管理会の同意があれば良

いということですが、それ以前に財産区と島ヶ原会館の関わりという

のはどうなんですか。なぜしなければいけないのですか。本来なら持

主である伊賀市一般会計からするべきことではないのですか。 

（支所長）    それにつきましては、先程事務局から説明いたしましたが、伊賀市と

いたしましても、非常に財政が厳しい状況でございまして、市長は、

最初は、基金からという考え方でしたが、財産区の特別会計からの繰

り出しについては、地方自治法第２９６条の５第２項及び第３項につ

いて、県と相談した結果基本的にはどんな事業に対してでも繰り出し

が出来るとの見解を得ております。 

         先程坂本さんが言われたように、今市として出せるという公共施設と

して考えております。今後例えば地域内の道路の改良等の公共的に必

要な部分については、財産区の予算から繰り出してお願いして行きた

いという考え方を管理会に、お示ししたいという考えのもとで今回提

案させていただいております。 

（増尾委員）    一般財源が非常に苦しいから財産区から充当するということですが、

例えば管理会の事務局が、会館の一部に入っているとかいうのであれ

ば分りますが。財産区と会館とは全く関係ないのではないですか。 

（事務局）        これは、先程言いましたように財産区の資産運用の中で、２７，００

０，０００円の収入があります、その２７，０００，０００円の一部

を投入しようという案です。 

         何でという疑問があろうかと思いますが、これは地方自治法第２９６

条の５の第２項、第３項は、「財産区の財産から生じる収入の一部を市

町村の事務に要する経費の一部に充てることができる。」また「予め財

産区管理会の同意を得なければならない。」と規定されております。 

         極端に言えば、管理会の同意を得られれば他の地域の事業にも使える

ことになります。今回の島ヶ原会館の耐震補強事業については、市の
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財政上非常に厳しい中で、緊急を要することもあり島ヶ原地域住民が

利用する公の施設でもあることから、是非とも同意をいただきたいと

思うわけです。 

（風隼会長）      通常一般会計で行う事業なのですが、委員さんもそのあたりは、よく

理解されていると思うわけですが、今日の新聞に、河合小学校の耐震

改修工事について載っていましたが、あそこには、財産区は無いです

ね。だから一般会計から充当するしかない。同種の話です。なのにな

ぜ島ヶ原会館に、財産区の金を使うのかなあと思いますよね。 

（西中副会長）    島ヶ原には、財産区があるから財産区の金を使いたいというだけでし

ょう。 

（支所長）        大山田財産区では、常夜灯防犯等の一種なのですが、その設置及び維

持管理に、一般会計に繰り出して充当している例があります。 

（奥永委員）      伊賀市で、財産区のあるのは? 

（事務局）        島ヶ原の他には、柘植財産区と大山田財産区です。 

（奥永委員）      財産のあるのは？ 

（事務局）        大山田財産区は、島ヶ原財産区と同様管理会制で主な収入源は、風力

発電の土地賃貸料で、年５・６百万円です。島ヶ原財産区が一番財政

状況がよく、安定している状況です。 

（増尾委員）      使用するのは、島ヶ原地域住民なのでそれはいいのですが、財産区と

しての関わりというのが全然ないわけですよ。 

（事務局）        財産区民というのは、島ヶ原地域住民です。その住民が使用する公的

な施設です。それが関わりです。 

（西中副会長）    今までこのような例が無かったですね。 

（支所長）        前例といいますか、今行われている三国塚林道開設事業の一部負担金

の繰り出し金もこれと同様です。財産区有林内の林道の開設というこ

とで、これは理解していただいておりますが、考え方としては、同じ

地方自治法第２９６条の５に該当する繰り出し金ということでござい

ます。 

（増尾委員）      広く住民のためにということからすると、例えば水路改修とか道路改

修とかも出来るということですか。 

（支所長）        はい、そうです。先程言いましたように、それには予め管理会の同意

が必要となりますので、今後の充当先について管理会の申し合わせ事

項等の検討をお願いしたいと思います。 

（西中副会長）    仮にこのお金を出さなかったらどうなりますか。なぜ一般会計から出

せないのかの説明がなければ出せないのではないか。 

         地域住民からもそのような意見が出る可能性がある。 
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（風隼会長）      島ヶ原地域住民がかなり利用する施設でありますし、震度６以上の地

震が起きると、崩壊の危険性があるということがはっきりしているわ

けですから、何らかの手を打たないと防災ということからも、ほって

はおけないと思います。地域住民の福祉、利便性に関わって来ること

ですから、広義の意味でも我々としても考えなければならないと思い

ます。 

（増尾委員）      この要求は、市の財政からあったのですか。 

（事務局）        市長との協議の中で、当初予算計上の際中止ということになったので

すが、島ヶ原地域住民の唯一の施設であるし、防災の避難場所にもな

っています。そのようなことから、緊急性を要するので、財産区の特

別会計から支出をしようということになりました。 

（風隼会長）      緊急を要するということもあり、幸いにして島ヶ原は財産区がありそ

のお金もある、また、地方自治法上からも使えるし耐震補強からもほ

っておくわけにはいかんと思います。 

（増尾委員）      緊急性を要する施設は、他にもたくさんあると思います。島ヶ原で一 

番耐震性があるのは、学校だけではないか。支所はどうですか。 

（事務局）        支所につきましては、数年前に耐震診断を行いまして、震度６、震度

７の数値をクリアしております。 

（支所長）        先程から会長や委員さんのご意見をいただいておりますが、今回特別 

ということで、こちらの方で案を考えたのですが、管理会の委員さん

のご意見を尊重して、今回の島ヶ原会館の耐震補強工事については、

緊急を要する特別な事業ということで、ご理解をいただいて何にでも

繰り出して行くということではなく、今回だけというご理解でお願い

したいと思います。今後の問題につきましては、再度管理会で協議を

お願いしたいと思います。 

（風隼会長）      本議案は、平成２５年度の予算ということですので、とりあえず本日

上程された事案につきましては、平成２５年度伊賀市島ヶ原財産区特

別会計予算の要求についてという議案でありますので、なかんずく島

ヶ原会館耐震事業分５１７，９６５円の繰出金を含んで予算の要求を

するということで、委員さんから色んな意見がありましたように、今

まで無かった初めてのことであり、難しい問題だと思いますが、本議

案については同意したいと思いますがよろしいですか。 

（増尾委員）       付帯条件として、今回のみとして議事録の中で明記しておいて下さい。    

そうしないと、歯止めがきかなくなる恐れがある。 

（奥永委員）      口約束でなく書面でするべきだ。 

（風隼会長）      平成２６年度以降については、検討課題ですね。 
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（増尾委員）      歳入で２７，０００，０００円ですが、過去についても同じ金額でし

たか。 

（事務局）      ゴルフ場に関しては、過去に２６,０００，０００円から平成２１年４

月から現在の２４，０００，０００円に変わって来ています。その時

は、ゴルフ場の経営状況もありまして、見直しの要望があり、管理会

で検討していただき現在の金額で平成３７年まで契約しています。現

在見直しの要望を受けておりませんので計画ではそのままの金額とし

ております。 

（増尾委員）      それと保証金５０，０００，０００円とありますが、これは何ですか。 

（事務局）        島ヶ原カントリークラブとの契約保証金です。預かり金です。 

（風隼会長）      それでは、本議案については、同意することとします。 

 

議案第 3号 樹木伐採要望(廣澤地内)について 

（事務局説明）  岡八幡宮総代からの要望書に基づき説明 

（増尾委員）     これは平成２４年度の歳入になりますね。 

（事務局）       そうです。県の補償単価では、胸高直径１７ｃｍで、１本１，９８９円

２本で３，９７８円となり、新しく科目を設定して収入することとなり

ます。 

（風隼会長）   それでは、議案第３号について、同意することとします。 

 

７ その他 

島ヶ原財産区有地の現場視察について 

（事務局説明）  今回財産区管理会委員が新しく就任されましたので、区有林の現場視察

を計画いたしたいと考えています。視察行程については、車で行ける範

囲内で、三国越林道から三国塚林道、中部山林、山菅地区そして貸与地

の島ヶ原カントリークラブ付近から南部林を考えています。 

         日程については、３月５日とし予備日として３月６日でお願いいたしま

す。詳細の日程等については、後日文書を出させていただきます。 

 

８ 閉会 

（風隼会長）   これで、本管理会に付議された案件は以上でございます。平成２４年度 

         第３回伊賀市島ヶ原財産区管理会を閉会とさせていただきます。大変ご 

苦労さまでした。 
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平成２５年   月   日 

 

議事録署名 

（会  長）                        

 

（署名委員）                        
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