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平成 23 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 23 年 12 月 22 日（木） 午後１時 30 分から午後４時 

場  所 島ヶ原支所 ２階第１・２会議室 

出 席 者 管理会会長、副会長、委員５名 

     村主山林看守人 

     島ヶ原支所長、振興課長、西口主幹、福田嘱託員、山本臨時職員 

     農村整備課 西田副参事 

 

１．開会 振興課長 

定刻になりましたので、只今から平成 23 年度第３回島ヶ原財産区管理会を始めます。本日は全員

出席です。第３回島ヶ原財産区の管理会ということで皆さん方には年末を控えましてお忙しい中出席

していただきましてありがとうございます。それでは会議次第に基づきまして順次進めていきたいと

思いますのでよろしくお願いします。なお、本日は資料の中で現在、管理道をしております負担金の

関係もありまして、本庁農村整備課より担当の方が来ていますのでご了承いただきたいと思います。

それでは只今から始めさせていただきます。それでは、島井会長よりご挨拶をお願いします. 

 

２．島井会長挨拶 

10 月に財産区の山の視察に皆さん参加していただきまして、市民の皆さんにも声賭けをして 22 名

の参加でした。翌日に行事があるということで参加者が少なかったので、また何回か続けて開催でき

ればと思っています。今日は寒い中ではございますが、議事の協議をよろしくお願いします。 

 

３．支所長挨拶 

本日は年末のお忙しい中、第３回の財産区の管理会に全員出席いただき、ありがとうございます。

会長より言われましたが 10 月に山の視察ですが来年度も計画して、出来るだけ住民の方に参加をし

て頂いて財産区の認識をしていただくためにも、来年も計画をしていきたいと思っていますのでよろ

しくお願いします。本日の議事につきましては平成 24 年度の会計予算と土地加工の承認、その他の

項で事業の進捗状況を本庁から説明をさせていただきます。また、今年度の補正決算見込の説明も併

せてさせていただき、また地区懇談会で住民の方に財産区がどのようなものか、どのような計画をす

ればいいのかということで協議をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

４．会議録署名委員の指名について 

本日の会議録署名委員は、谷森副会長と森仲委員に指名しますので議事録が出来ましたら署名して

ください。よろしくお願いします。 

 

５.議事 

（１）議案第１号 平成 24 年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算の要求について 

   議案第２号 土地加工承諾書（鋳物師釜地内）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）３ページの繰出金公有林整備事業債償還金 542,000 円は村当時からの償還金です。三国
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塚の 1,750,000 円は農村整備課の方から説明をさせていただきますので、よろしくお願

いします。 

（農村整備課）資料に基づき説明。 

（島井会長）21 年度分からのを合わせた償還金 175 万円ですか。 

（農村整備課）175 万円は 24 年度の事業費 5,000 万円に対しての地元負担金です。 

（島井会長）23 年度分までの償還金というのは。 

（農村整備課）資料２の償還計画表のところにあります。 

（委員）5,000 万円で何メートルぐらいですか。 

（農村整備課）開設は 500ｍを計画しています。 

（島井会長）24、25、26 年の予定で資料を作っていただいているわけですね。 

（農村整備課）工事の進捗によっては繰越等もあると思いますが、計画としては 25 年ということです。

補助率は国が 45％で県が 20％です。10％が財産区の地元負担金です。 

（島井会長）三国塚は、あと何ｍ残っていますか。 

（事務局回答）去年は 700ｍで、今年 23 年度の計画は 140ｍです。500ｍしていただければ、３年計画

で終わります。 

（島井会長）三国塚だけは 26 年までに終わるとして、計算していただいているわけですね。他の項目

も含めて質問ございませんか。 

（委員）車両費 1,087 千円は購入予定ですか。 

（事務局回答）予定です。今は個人の車で現場へ行ってもらっていました。 

（島井会長）管理費はどのようになりますか。 

（事務局回答）購入した時点で、一般管理費へ替えます。 

（島井会長）24 年度は予定していないが、次年度は一般管理費の方にあげていくということですか。 

（事務局回答）そうです。 

（島井会長）車庫はどうなりますか。 

（事務局回答）空いている所に置かせてもらおうと思います。 

（島井会長）事前にお話をいただきましたが、積立金が増えるのはいいのですが、予算よりも下がると

いう形の方がおかしいのではないかと思うのですが。基金額を毎年同じ額にして、どこか

で調整してはどうですか。 

今回これで報告されているということで、仕方ないですが検討してもらえないのかと思い

ます。 

（事務局回答）例えば毎年同じ金額の基金を計上するとして、あとは予備費で調整するということにな

ると思いますが、検討させてください。 

（島井会長）科目で積立金を決めておいて使わなければ、プラスするという形のほうがいいのではない

かと思います。 

（事務局回答）今後検討したいと思います。 

（委員）委託金 650 万円の業務内容は何ですか。 

（事務局回答）これについては、区有林の整備業務委託 330 万円ですが、毎年あげていますが、23 年度

も治山事業で奥田の間伐をしてもらっています。事業がもしなかった場合は財産区予算

で実施する計画で予算を上げています。境界確定業務委託は毎年計上しています、境界

杭打ちについては村主さんたちにしてもらっています。座標化するのであれば、専門家
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に委託し実施したいと考えております。治山事業は国費ですので、予算に入ってないで

す。 

（事務局回答）治山事業がなかったら、これは財産区単独でしなくてはいけないのです。 

（委員）その説明がなかったもので。 

（島井会長）委託者の関係ですが、確保できるのでしょうか。作業員が、なかなか集まらないのであれ

ば前みたいに、森林組合へ委託をしなければならないですが。 

（事務局回答）緊急雇用で国の予算が 100％ですが、いざ募集をして雇用をすると一日単価が安いせい 

か緊急雇用で二人来てくれていましたが、中途で辞めました。 

（島井会長）継続して雇っていくのであれば、完全に確保しておかなければと思います。 

（事務局回答）ハローワークを通じて、国の予算ですので募集があり、島ヶ原の方であれば無理をお願

い出来ると思いますが。 

（島井会長）ハローワークでということですか。 

（事務局回答）そうです。こちらから勝手に探して雇うという訳にはいかないのです。例えば単独で財

産区の会計で雇うのであれば出来ますが、緊急雇用ではそのようなことはできないので

す、国の雇用対策事業です。 

（島井会長）区有林の整備業務予算はあくまで財産区でするということでいいのですか。治山事業で実

施するかわからないが、国費事業が付けばダブルでするということですか。 

（事務局回答）当初予算の編成時には、国費事業があるかないかは分からないので、もしあれば財産区

で計上した予算は減額します。ダブルですると言うことではありません。 

（島井会長）国費事業がなくても、財産区が実施するとのことであれば、決めておかなくてはおかしい

です。 

（委員）国費事業が出来なければ補正で対応してはどうか。 

（事務局回答）国費事業で出来なければ補正で対応して、当初から上げずにするのであれば国費がつい

てきた時にダブルで事業量を増やして、付かなければこれだけということですね。 

（島井会長）事業としてやりたいのであれば上げとかないと、予算的にはおかしいのでは。 

（事務局回答）24 年度はあげています。 

（島井会長）やると決めてもらえば。 

（事務局回答）やるということで。 

（島井会長）他にどうでしょうか。 

（委員）今後のことも含めて、山林管理人で将来のことを考えてそのような方を養成しなくてはいけな

いのではと思います。それについての考え方をどうするかを決めておかなければと思います。 

（島井会長）そのことも含めて一人配置してもらえるのであればいけると思います。 

（事務局回答）募集してみなければわからないことですが。 

（委員）考えていく時期だと思います。 

（島井会長）管理道長期計画、道路の関係も変わってきました。５ヵ年計画の施業計画についても今年

で終わって、来年から新しくなるわけですから体制も含めて計画をあげていくべきではな

いのかと思います。 

（委員）公募するのはどうですか。 

（島井会長）基本的には地域住民の財産区ですから。予算と関係なしに計画としてあげていくというこ 

とで。 
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（事務局回答）24 年度は考えていく。 

（島井会長）他によろしいでしょうか。それでは議案第１号平成 24 年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計

予算については、全員一致で同意されました。（全員一致で同意） 

 

（２）議案第２号土地加工承諾書（鋳物師釜地内）について 

（島井会長）第２号議案について説明をお願いします。 

（事務局回答）資料に基づき説明。 

（島井会長）７月から出ていました加工承諾書申請案について説明をして頂きましたが、この内容でよ

ろしいでしょうか。③が気になります、こちらの土地ですし植林まではいいのですが、今

後財産区の土地も挟んで管理というのはどうでしょうか。 

（事務局回答）樹木の植種を決めた方がいいのかどうかを皆さんに相談をしたいと思います。 

（委員）③の植林をするということですが、1 本でも 100 本でも植林になります。それと⑨の立木調査

を行い立木補償するということはどういうことですか。自分で調査して自分で補償ということ

ですか。 

（事務局説明）そうです。 

（委員）おかしくないですか。 

（事務局回答）立会いのもと調査を行うことで、ほとんど補償してもらうような型です。 

キンキパートナ―ズ時は会社の方から言ってきました。 

③ですが植林をすることにして、⑨ですが職員が立ち会うということでよろしいでしょ

うか。 

（委員）立木は補償にして、調査は担当がするということにすればどうですか。 

（事務局回答）立木補償行うことでよろしいですか。 

（委員）③ですが、森林法に基づくとかないですか。 

（島井会長）通行障害にならないよう植林することにしてはどうですか。 

（事務局回答）③は通行障害にならないように植林することにしますが、よろしいでしょうか。 

（島井会長）公衆用道路に隣接してできる平らな部分には、通行障害にならないような樹種で植林する

ことでどうですか。 

（事務局回答）確認をさせてもらいますが、③は公衆用道路に隣接してできる平らな部分には通行障害

にならない樹種で植林をすること。⑨は立木補償を行うことでよろしいでしょうか。 

（島井会長）加工承認これでよろしいでしょうか。それでは、議案第２号土地加工承諾書（鋳物師釜地

内）については、全員一致で同意されました。（全員一致で同意） 

 

①平成 23 年度伊賀市島ヶ原財産区事業の進捗について 

（島井会長）その他の平成 23 年度伊賀市島ヶ原財産区事業の進捗について説明をお願いします。 

（事務局回答）資料に基づき説明。 

（島井会長）正式に報告いただいていませんが、グレーチングの件について管理会に報告をお願いしま

す。 

（事務局回答）工事後グレーチングが盗まれました。現在引き上げて保管しています。 

（島井会長）溝に砂は落ちていないですか。 

（事務局回答）工事後、そのような箇所がみられたので土嚢を置きました。 
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（島井会長）これからの道をどうするのかを検討しなければいけないと思います。経過報告を頂きまし

たが、質問はないでしょうか。 

（島井会長）三国塚の設計は終わっていますか。 

（事務局回答）全体設計は終了しています。 

その他の事業の進捗状況をお願いします。 

（事務局回答）資料に基づき説明。 

（島井会長）緊急雇用事業が予算的に 1名では余ってきますか。 

（事務局回答）余ってきます。 

（島井会長）返しますか。 

（事務局回答）返すというか、本庁の商工労働観光課で全体の予算として処理します。 

（島井会長）質問がなければ、事業の進捗状況を説明して頂きましたが、よろしいでしょうか。 

（全員一致で承認） 

 

②平成 23 年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計補正予算見込みについて 

（島井会長）平成 23 年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計補正予算見込について説明をお願いします。 

（事務局回答）資料に基づき説明。 

（島井会長）先ほどの 28 の説明をお願いします、 

（事務局回答）23 年度の執行状況について、資料に基づき説明。 

（島井会長）補正予算案を出していただきましたが、本来であれば来年の 1 月 13 日までに管理会を開

かないといけないのですが現状で案を作って頂きました。それで説明をして頂きましたが

特に問題点がなければ、次回の管理会に提出するということで了解をいただきました。そ

れでよろしくお願いします。 

（全員一致で承認） 

 

 ③地区懇談会の計画について 

（島井会長）一度全体で説明会をして、できれば各地区を回って説明会をと思いますが、何か案はない

でしょうか。 

（事務局説明）方法として各地区を回るか、全体で会館へ集まって話をするとかあります。 

（島井会長）まちづくり協議会へは使い道について提案をしてもらえばという話はしてありますが、そ

れによって各部会からいろいろな提案はありますがその提案がいいのか悪いのかを含め

て検討をしなければいけないと思います。まちづくり協議会そのものが完全な住民の代表

になってないのでそのあたりがあるため、各地区で説明会を検討していましたが、日が迫

ってきていますのでもう一度、年度末までに、興味のある人に集まってもらい説明会を考

えています。各地区へは来年度できればということでよろしいでしょうか。 

（全員一致で承認） 

 

以上で本日の管理会を終了させていただきます。 

 

以上 
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平成   年   月   日 

 

 

議事録署名 

 

 

（会  長）                            

 

 

 

 

（署名委員）                            

 

 

 

 

（署名委員）                            

 


