
平成 25年第 4回伊賀市大山田財産区管理会および管理人会合同会議 会議録（概要） 

 

日 時：平成 25年 10月 31日（木）13:30～16:30 

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、辻、豆本、村井  （欠席者 松本、福田、西尾） 

    （事務局）大山田支所 土田、西崎 

 

財産区管理会 議事録（概要） 

事務局 定刻になりましたので第 4回大山田財産区管理会を開催いたします。本日は松本委員、

福田委員、西尾委員 3名から欠席の連絡を頂いております。財産区管理会条例により 4

名以上の出席で成立となりますので開催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 今日は検討事案がありましたので、事務局に連絡し急遽集まっていただきありがとう

ございます。車の件等々前回の残した件もありますので協議願いたいと思います。 

皆様方には平素色々と財産区のことにつきましてご尽力を頂きありがとうございま

す。それでは議事に従いまして進めて行きたいと思います。 

事務局 ありがとうございました。支所長から挨拶をお願いします。 

支所長 管理会委員の皆様におかれましては日頃市行政に、とりわけ支所の業務におきまして

は格別のご尽力をいただきありがとうございます。本日はお忙しいところ管理委員会

様にはご出席いただき重ねてお礼申し上げます。 

議事につきましては公用車の取扱要綱等ご審議を頂きたいと思います。 

去る 9月 16日、台風による大雨でご承知のとおり国道 163号線の片側決壊という大き

な被害が出ておりますが、特に林道につきましては全般的に被害が沢山でておりまし

て今後補修等大きな問題があろうかと思っております。林道につきましては本庁農村

整備課の事業で対応できる物は適時そちらで準備も頂いているところでございます

が、その都度受益関係者の方々に説明もしながら進めてまいりたいと思っております。

最後になりますが本日の会議が管理会にとりまして有益なものとなりますようご協議

をお願いいたしまして、挨拶とさせていただきます。 

事務局 ありがとうございました。本日の議事録署名は辻副会長と村井委員にお願いいたしま

す。 

委員 はい、分かりました。 

事務局 では会長、議事の進行をよろしくお願いします。 

会長 はい。協議事項について、公用車の取扱事項について事務局より説明をお願いします。 

事務局 今回財産区で公用車を購入いただきましたので、公用車の取扱要綱を定めました。 

会長 公用車に乗って財産区の現場へ行ってくれればそれが一番いいのだけれど、公用車が

ありながら自分の車を使って現場に行ったときに事故があったら困るので、何か規定

を定めておかなければならない。一度読み上げてください。 

事務局 はい。では資料を参考に読み上げさせてもらいます。 

伊賀市大山田財産区における自家用車の公用使用に関する取扱要綱 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、伊賀市大山田財産区管理会委員（以下「委員」という）及び管



理人が所有または使用する自家用車（原動機付自転車を含む。以下「自家用

車」という）を公務の遂行上において使用（以下「公用使用」という）する

場合の取扱いについて、定めるものとする。 

（自家用車を公用使用できる場合） 

第2条 自家用車を公用使用することは原則として禁止する。ただし、公務を遂行す

る上において運搬する必要な書類、機材、物品等が多い場合はこの限りでは

ない。 

（事務局への連絡） 

第3条 委員及び管理人は自家用自動車を公用使用しようとするときは、その旨事務

局への連絡を行わなければならない。 

第4条 （保険等） 

 自家用車の公用使用において事故等があった場合は個人の加入保険での対応

とし、自己の怪我等は公務災害の対象とならない。 

この要綱は平成○年○月○日から施行する。ということで 

裏面に自家用車使用届出書を添付しております。又個人の加入保険につきましては保

険証書のコピーを提出していただき、個人保険に加入をしたうえでの取扱ということ

でいかがでしょうか。 

ご審議いただきたいと思います。 

会長 今までは事故等がなかったので良かったのだが、ほとんど自分の軽トラックで現場に

行ってくれていることが多いので、こういう形をとってもらおうと思って作らせても

らいました。現実に、軽トラックでは遠いところに出かけないので任意保険に加入し

ていない人がいるので、まずは個人の任意保険に加入してもらわないと何もできない

ことになる。 

事務局 前回の課題となっておりました保険関係についてですが、現場への経路で身体の怪我

は労働災害対象となります。車種、保険関係、出勤経路を届けることは当然の条件で

す。又見舞金としての予算計上はできるのか、についてはできないとのことです。通

常、市では臨時職員、嘱託職員については社会保険加入し、社会保険に対して負担金

を支払っているので、市としては負担することはできない。 

独自の条例、規約等の作成をした上で規定に基づいた事であれば項目の新設も可能か

も分かりませんが、議会対応がどうか分からないとの返事でした。 

会長 それは財産区として独自で作れば良いということですか。 

委員 独自で作っても議会で通るのでしょうか。 

委員 無理と思います。 

委員 見舞金というのはやはり無理に思います。 

会長 財産区として、仮に管理人が作業中に亡くなった場合、遺族に対して何らかの保証金

はできないのでしょうか。 

委員 昔、消防では個人の車を借り受けることがありましたが。 

事務局 そのことも確認してみましたが、その人の身分が嘱託であるとか臨時であるとか市に

対して何らかの補償された身分であることが条件です。職員対象の制度であるため公

的な制度は使えません。 

会長 個人の任意保険に加入していることを確認しておかないと、財産区が個人の車を使用



することを許可しているではないかと言われます。 

委員 管理人の身分は市の職員でも何でも無い。外注に出しているのと同じであるので自己

責任ということですか。 

会長 管理人が公用車に乗り換えに来て、現場へ行ってくれるのが一番問題ないのだけれど。 

委員 これを定めにしておき、管理人に説明して、登録をしてもらい、印鑑をもらって承認

してもらっておいたらいいのでは。 

支所長 第 3 条の内容ですが毎日連絡を行わなければならない、となっているが届出ではいけ

ないのか。 

事務局 要するに今日は誰が何処の山に作業に行っているかを把握できればいいと思います。

作業内容は月報で提出されますが後付けですので、1ヶ月遅れになってしまいます。 

会長 何処を間伐しないといけないとか言われても我々にはわからないので届けてもらうの

がいいですね。 

委員 大体でいいので年に何回かに分けて作業計画を出してもらって、その後は月報で精査

していくという方法でやってもらったら、初日を間違わずに出してあればその間の作

業なので変更してもらえばいい。 

委員 そういう出し方が一番いいと思う。 

会長 この中に作業に行くための年間計画を出してもらうという文言を一行入れてもらいま

しょうか。 

事務局 年間何回、提出してもらいますか。半期半期でいいですか。 

会長 今年は何をやるという表は出ている。 

委員 いつからいつまでどんな作業を何処の山で誰とするかを出してもらって、その上で日

報での確認をすれば良いのではないか。 

会長 当然都合の悪い日も出来るわけだから、随時変更してもらったらいい。今度合同会議

の時に作業員さんに管理委員会で決めたことを説明して納得してもらったらいい。 

委員 そうです。それがいい。 

会長 人身事故が起こった場合、最も対応が難しいので、家族から市の仕事なのにという訴

えがあれば困るので、ある程度の条項を決めておくと進めやすい。 

委員 今までそういうことを言う人はいなかったのか。 

委員 疑問に思っていても具体的にやって行くことは無かったのだろう。 

委員 公務災害という文言はいらないのではないか。公務災害対象の身分ではないので。 

事務局 管理委員も乗ることがあるのでそのへんはどうですか。 

委員 そうですね、我々管理委員は公務災害の対象になるということがあるからか。 

会長 表現はどうでも良いので文言は調整してください。 

事務局 決裁をもらわなければならないので文書法制で添削をします。修正をして会長にお示

しします。裏面についてはこのままで良いですか。 

委員 車検証と任意保険証書のコピーをもらうのが良いのでは。 

委員 車両保険はどうですか。 

会長 車両保険までは本人のことなのでどちらでもいいです。 

委員 用は対人対物だけは加入してもらっておかないと困るということです。 

会長 この件に関してはこれで良いので次の項目に入ります。 

事務局 その他の件ですが要望書のことです。中馬野区長からの要望書について、資料を添付



していますのでご覧ください。 

委員 その前に要望書は受け付けるのか。 

会長 要望書なので受付はします。ただする・しないは別問題ですが。 

事務局 この件について関連として島ヶ原財産区の状況を聞いたところ、財産区関連以外への

支出はしていない。今年の災害で農道を通って財産区の山に行く途中の農道の整備を

するかも分からないが、農道であるため予算計上はしていない。今後このような件が

出てきた場合どうするかと聞いたところ現在では考えていないとの返事でした。 

なので、今は財産区以外には支出していないとのことです 

会長 要望書は中馬野地区ですが、他地区との兼ね合いもあります。もっと沢山の地区から

の要望があれば市へも要求していける。 

委員 要望を受けるのであれば大山田全体に平等になるよう、こういう制度があるというこ

とを広く説明した上で受け付けていかにと平等性に欠ける。 

支所長 委員さんもご存知のとおり、今回は激甚災害の指定となっていますが林道災害の工事

に対しては地元負担金が１割必要になります。今回の災害はかなり多くて地元負担金

の金額も多いということから、その負担金を補助してほしいとの要望です。地元負担

金１割に対していくらか出してほしいとのことです。 

会長 地元負担金で２００万円くらいかかるらしい。 

委員 今回の林道災害の復旧に対して市はどういう進め方をするのか決定してもらわない

と。 

委員 どちらにしても基準を作らないと、公平さに欠けることになる。 

委員 基準を作るということは補助するということになる。 

支所長 財産区の山の草刈等に対して面積割で補助金を渡しているにもかかわらず、更に補助

金を出すと言うのはどうかと思う。市の中での公平間がなくなる。 

委員 市の一般会計に入るのは同じであるが、財産区が補助をすることで地元の負担金が軽

減されるところと、補助をされなく１割を払わないといけないところが出来る。 

会長 緊急対策的な予算として作業道の工事に使うことは出来ないのか。特別災害に対して

猿野区は区有林の上に財産区有林があるけれど、そうでない作業道も沢山あるのだか

ら其処に使うことは出来ないのか。 

委員 この要望は材料ではなくてお金を払ってほしいとのこと。 

支所長 市の他地域の林道災害で平等性か保たれるのであれば出来ないことはないと思うが、

緊急的なら期間を限定するとか、補助金額を設定するとかをして財産区との関連性も

考えながら説明が出来るのであれば申請を上げることは可能かと思います。 

会長 そういう使い方は出来ないのか。 

委員 山を一つの財産として考えている。山の収益を見込んで保育しているのでその収益は

大山田で使いましょうとはならないのか。大山田地域の財産として持っているのに。 

会長 財産区の山は先輩が管理し今があるという歴史があるので、その辺のことも踏まえて

使っていかないといけない。 

委員 山の収益は山しか使えないということではないのと違うか。 

支所長 事務的に書類を作成していく上で、財産区に関連の無いところへ補助してその地域だ

けが負担の軽減になるということでは説得力がありません。 

委員 林業の後継者がいないので林道を整備しないと維持できないとして、一般林道事業に



財産区の予算を使えないのか。 

委員 里山環境事業で林道拡幅していてもその作業道は台帳に反映されていない。補助金を

もらってつけた林道、作業道については台帳の整理はしてもらわないと困る。まだ牛

馬道のままになっている。台帳を直して補助をもらっている林道であれば市で管理し

てもらったら良いのではないか。 

委員 補助金をもらって拡幅していても基準にない道であれば台帳には載っていかない。 

委員 どちらにしても基準作りをしてから一定の基準に基づいて補填していくようにしなけ

ればならない。 

委員 中村区でも沢山崩れている。まず市に要望して、環境林整備事業、水源地事業等々色

んな事業を見ながら最後に財産区にお願いしようかと思っているのに、そんなに簡単

に補助金を出してくれない。 

委員 中馬野は林道であり市はしてくれるのでしょう。中馬野林道だけと違って奥馬野林道

も同様と思いますが。 

事務局 そのことで前回の宿題である林道を大山田全図に落としましたので、この中に作業道

を記入してください。 

委員 はい ありがとう。 

支所長 林道は市で施工してくれても受益者負担金があるので、その補填をしてほしいとの事。 

委員 作業道は市でも補助対象としてくれないので財産区で出してほしいということか。 

委員 作業道に市は補助金を出すことはないのか。 

支所長 ありません。 

委員 間伐事業で作業道をつけられるという制度しかないのか。 

委員 作業道は作業をするときにあったら良いので作業が終わったらなくなってもいいとい

う考え方なのではないですか。 

委員 林業振興を推進しているのに考え方がおかしいではないか。作業道が壊れたら勝手に

個人で直しなさいということか。 

委員 そういうことですね。 

事務局 林道台帳の個々の図面を落としているので直してもらって作業道を入れ込んでもらっ

たら今後見てもらいやすいのではないか。 

会長 中馬野区の要望ですが、一定の方向性を決めてからのことなので一旦預かり、継続審

議としておきます。 

支所長 財産区のないところに納得してもらえる説明が難しいと思います。財産区の何かに関

連をしないとやっぱり難しいのではないか。 

委員 議会で説得できるだけの理由がなければいけないので難しいと思います。 

委員 山村振興で出来たら良いのは分かっているがなかなか難しい。 

委員 大山田財産区なのだから大山田の中で補填できるように出来ないものなのか、大山田

と島ヶ原は財産区があるけれど他のところはないので、均衡性が取れないのはまずい

と思うし理由がつかないではないか。 

会長 お金はあっても使いにくい。誰が聞いても納得できる理由がほしい。 

委員 伊賀市議会を通らないといけないので。 

委員 林道を修繕するのに概算工事費を算出し負担金はどれくらいという金額を提示された

うえで事業をするかどうかの確認をしているのだろうと思われる。 



委員 その負担の金額を助成してほしいというのは、財産区のある地域とない地域で負担金

が変わるのもよくない。 

会長 財産区の山の面積で受益者負担金額の支出であるなら出せないことはない。 

委員 受益者の一人として負担金を出すことは可能です。 

委員 猿野区との覚書は材料支給であり上はすべて財産区有林なので９０パーセント財産区

が負担することになっている。 

委員 総合計画の中に林業振興の文言を入れてもらうことが出来ないのか。 

支所長 それは無理です。 

会長 大山田財産区だけで言っていても仕方がないので、島ヶ原財産区の考え方を聞いてみ

たい。足並みそろえていかないといけないので一度話し合いをしてみては。 

事務局 島ヶ原との意見交流会をするということですか。 

委員 村のときはお互いに予算を使っていたが伊賀市になってからは使えていないので、ど

のように使っていくか考える。同じ土俵で話をしていかなければならないと思う 

委員 財産区として別においてあるということは何か特別な考え方があってのことだと思う

ので伊賀市からもいい知恵を教えてもらっていかなければならない。 

会長 島ヶ原の意向も聞きたいので一度調整してもらえますか。 

事務局 分かりました。。 

委員 財産区の予算をもう少し拡大して使って行きたいので伊賀市として方向性を示しても

らわないと。 

委員 拡大して使うには基準がほしい、基準を作るには理由がほしい。 

会長 地元として財産区の受益面積での負担をお願いしますという要望でなければならな

い。 

委員 面積負担金ということでなければ話にならない。 

委員 財産区有林の面積は多いので受益者面積負担という形でもかなりの金額になるのでは

ないか。 

委員 要望書の図面に落としてある工事箇所でも財産区に関連のないところは別としなけれ

ばならない。 

支所長 猿野は入り口だけ民有林でほとんど財産区有林なので９０％でも良いけど他のところ

は５０パーセントも行かないと思うが。 

委員 この地図みるとほとんどが民有地で財産区の山は少ししかありません。 

会長 継続審議ということでこの要望書は保留とします。 

委員 要望書では何をどれだけ負担せよといっているのか、工事費の費用はいくらか全くわ

からない書き方なのでこれでは要望書といえないのでは。 

会長 はい。では報告事項に入りますので事務局説明をしてください。 

事務局 まず公印使用規定ですが、公用車購入に当たり印鑑証明書が必要となった為、現在使

用している印鑑の公告をして公示させて貰いました。 

次、公用車に係る覚書です。市職員が自由に使えるよう便宜を図ってもらうとの内容

です。又鳳凰寺線ですが土砂撤去・流木処分の作業についてですが、伊賀森林組合に

依頼し実施してもらいました。また 18号台風でライトピアおおやまだの梅林に倒木が

あり、こども達の遊び場になっているため早期の撤去を要望されましたので会長に連

絡し作業を進めましたところ、26 号台風で再度、土砂崩壊と立木倒木がありました。



立木については職員で応急的に危険回避できるよう処理をしましたが、土砂等搬出処

分は出来なかったので森林組合に依頼したいと思います。見積もりを依頼し発注した

いと思います。 

次、スタットレスタイヤですがホイル付４本 137,340円で発注しています。 

委員 ライトピアの梅林の処理を財産区がする必要があるのか。 

事務局 倒れた木は財産区有林の木であるため撤去の要望がありました。 

７月の管理会に案内していますが、安全衛生推進者等集団指導会が 11 月 14 日開催さ

れますので、参加されようと思われる方は申し出てください。 

先進地視察の件ですが水源林造林推進水源地協議会で 2年毎に実施していて平成 26年

度は島根県を予定しているとのことでしたので、平成 26年度参加負担金として７名分

予算計上させていただきました。 

会長 この機会ですので何かありましたらご意見をお願いします。 

委員 奥に財産区の山があるところには均等にしないと、要望のあがっている猿野区だけで

は公平でない。伊賀市の長期計画には何ものらないのかな。 

会長 猿野区の覚え書きの内容も道をつけるために個人の土地も協力してもらっていると思

うけれど、一度見直す必要があると思います。 

委員 道をつけるときの工事費に対する負担金の９０％を負担しているが状況が変わってき

ている。 

委員 今は道があって、維持するのに９対 1 で負担しているということで、生コンも支給し

ている。 

事務局 材料支給は１年間で２０㎥の支給です。 

委員 ９対１の条件は過去と今とでは状況が違うし、見直しすることも大事だと思う。 

会長 そうでないと９対１でこれからも何でも補助するのは今後よくない。 

委員 猿野区だけ９対 1 で補助しているけれど今後は財産区有林の面積等を見ながら負担率

を決めていきますと説明しないといけません。 

委員 補助の基準を決めるのであれば特別はないですね。 

事務局 大山田は林道工事負担金無しで工事しているが、他地区はすべて負担金をもらってい

るので伊賀市では霊山林道とあと１本くらいの林道だけが負担金無しです。基本林道

事業は負担金を払ってもらわないといけないです。 

会長 はい、それでは長時間ご苦労様でした。 

事務局 第４回大山田財産区管理会を終了します。ありがとうございました 
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