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平成 23 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 23 年５月 19 日（木） 午後１時 30 分から午後３時 

場  所 島ヶ原支所 ２階第２会議室 

出 席 者 管理会会長、副会長、委員４名、山委員欠席 

     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 

 

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１回島ヶ原財産区管理会を始めます。本日は山委

員が欠席です。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 

本日は暑い中、平成 23 年度第１回の管理会にご出席いただきましてありがとうございます。今日

は 23 年度の第１回ということで、予算案を含めたいろいろな案件が提案されていますのでよろしく

お願いします。 

 

３．支所長挨拶 

皆様、こんにちは。今日の議事については、予算の関係、三国塚線開設の関係、また現地へ行って

いただく予定になっています。本庁と現地での待ち合わせは、２時 45 分ということですので、議事

進行にもご協力をお願いいたします。また、三国塚線開設工事現場確認後つづいて、キンキパートナ

ーズの土地加工工事完了の関係の確認もあわせて行きたいと思いますのでよろしくお願いします。島

井会長から財産区だよりを出して頂きましたが反響もなく寂しい気もしますが、これからも続けて出

していきたいと思いますので、そのあたりのことも皆さんと協議をしながら進めたいと思いますので、

よろしくお願いいたしまして挨拶に代えさせていただきます。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、坂本委員と近藤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）報告第１号 平成 23 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 23 年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予算書に基づき順次説明 

 

（島井会長）報告第１号について委員の意見を求める。 

・報告第１号に関する質疑等 

（委員）前回の予算要求と変わっていませんか。 

（事務局回答）変わっていません。当初予算を説明しましたが、６月補正で、県から緊急雇用の関係で

２名分を計上する予定です。報告だけで資料はありません。したがいまして、６月議会にかけるように

現在すすめています。２名分で 150 万円ぐらいです。 
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（島井会長）今の予算とは別ですか。 

（事務局回答）別です。６月に補正をあげないと、９月の補正になると募集が、10 月以降になるので、

間に合わないので、６月議会に上程したいと思っています。財政から金額が少ないので予算流用という

ことになるかもわかりませんがご理解お願いします。 

（島井会長）本来はお金が入ってきて執行ですか。 

（事務局回答）そうです。23 年度の当初予算を計上するときに要求しましたが、県が断ってきましたが、

４月に再度聞いてきました。 

（島井会長）道路の関係で市の道路となりましたが、三国塚線出来るだけ早く作ってほしいということ

ですが、これは市の予算が入らないとこちらもあげられないということになりますか。 

（事務局回答）これから先ですね。国の交付金や補助金を使っていくと考えていますが、なくなった場

合、財産区の基金があるのでしていけばいいのですが、できれば取り崩さないような形の方法でと思っ

ています。 

（島井会長）何年後にできるか予定がたたないですね。 

（事務局回答）基金を取り崩して実施していくと、大半の意見があれば考えていかなければならないと

思いますが。 

（島井会長）基本計画は 10 年以上先まで計画してある。年度はきってないが５年計画は今年度で終わ

ると思う。何年でこの道を作るかという方針をあげないといけないと思いますが。毎年このようなこと

であれば予定がたたないと思います。 

（事務局回答）現地で本庁に質問をしたいと思います。 

（島井会長）島ヶ原村当時に借りていた植林の償還金で、後のほうは三国塚線分の償還金ということで

すね。 

（事務局回答）これは 23 年度に返す分です。 

（島井会長）来年からあがっていきますか 

（事務局回答）あがります。 

（島井会長）財産区有林整備業務委託というのは、何でしたか。 

（事務局回答）県単治山事業で間伐等を去年からしてもらっています。全額県負担です。現地を見ると

まだ少し残っていますので、これからもしていかなければならない部分もあるかと思います。 

（島井会長）作業賃金とは別ですか。 

（事務局回答）別です。 

（島井会長）作業賃金は何をするのですか。 

（事務局回答）この方は、三国越線や侵入するための林道の整備・補修・枝打ち・また中部山林で残っ

ている境界を確定するためのいろんな部分で作業をしていただくということです。 

（島井会長）管理と境界確定の作業ですか。 

（事務局回答）例えば作業賃金がありますが、その賃金で枝打ち等をしていただいています。 

（島井会長）業務は、何がありますか。 

（事務局回答）枝打ちなど出来なかった場合に、業者を使って森林組合とかにしてもらうためです。 

（島井会長）枝打ちはどこにはいっていますか。 

（事務局回答）枝打ちもそうですが、これから見ていただく所の奥田地先の雑木林の間伐、除伐などで

す。 

（島井会長）事業をはっきりしてほしいので上の賃金とは別ですか。 
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（事務局回答）別です。 

（島井会長）先ほどから説明を聞いていますが、これは間伐のお金かどうか聞いていますが・・・足り

なければというのは他にお金があるのか、足りないのかはっきりわからないので・・・事業は何ですか。 

（事務局回答）施業計画の出来た所の奥田地先の雑木林の除伐作業があげられます。 

（委員）330 万円は奥田地区の除伐が 60 万円ぐらいで済むのですか。 

（事務局回答）そうです。 

（委員）残りは何に使いますか。 

（事務局回答）作業賃金が予算どおりいけばいいのですが。予算が残れば基金へ積み立てます。 

（島井会長）７番の仕事にまわすということですか。 

（事務局回答）足りなければ流用させてもらいます。 

（島井会長）７番の仕事もするということですか。道路整備とか・・・・ 

（事務局回答）７番の予算の範囲内で終わればいいですが、例えば予算が足りなければ・・・ 

（島井会長）７番は決められた金額を使うだけのもので、目的は決まってないです。緊急雇用だけの分

ですね。 

（事務局回答）緊急雇用ではないです。緊急雇用は補正です。 

（島井会長）目的は何ですか。 

（事務局回答）村主さんが主体になって山の維持管理が必要になります。 

（委員）二人は村主さんと大川さんですか。 

（事務局回答）大川さんと吉永さんの２名分です。 

（委員）区有林の枝打ちなどの作業の賃金ですか。それだけで済めばいいけれど仕事が大変だというこ

とになれば、森林組合に頼むということですね。その時に足りない分をそこから払うということですね。

賃金ではなく委託として出すということですね。 

（村主看守人）森林組合が作業しているのは国補事業でしています。 

（事務局回答）それは三重県が発注したもので、たまたま森林組合だということです。 

 

 

（島井会長）７と 13 の区分けがわからないです。 

（事務局回答）13 の委託料は去年も計上してありました。しかし、県費から支出し、事業を実施したも

ので、去年は使わなかったということです。毎年このような金額を計上させてもらっています。国や県

の補助があればそこへのるようにしています。 

（島井会長）きっちりとそこできってくれればいいのですが、一緒にするとおかしいです。よろしいで

すね。下の予算は今までの決められてある除伐、間伐の予算で委託するか個人を雇うか別にして 330 万

円の予算でいいですね。また境界確定業務ですが、境界確定のためには、杭打ち・測量しますが、そこ

まで行くのかどうか。22 年度の中では基準点を打っただけですので、境界確定となると隣地の立会いが

必要なのでそのような作業をするのかどうか。 

（事務局回答）支所長から言われていますが、皆さんのご協力を頂いて財産区北部山林については基準

杭が打たれたということです。島井会長がご指摘のように境界確定するには隣接者との境界確認が必要

ですが、難しい所よりやさしい所からはいっていくべきで、滋賀県側に一部ありますが東側は甲賀市の

森林でもあるので、今年の成果をみて測量してはと思っています。 

（事務局回答）せっかくポイントを決めてもらったので、座標に出来る部分からやっていけばどうかと
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いうことで 320 万、あまり出来ないと思いますが。 

（島井会長）杭打ちと杭の座標落しですね。面積計算はないですね。 

（事務局回答）この金額で出来るかどうか。これぐらいの金額でもしていかなければならないのかなと

思っています。 

（島井会長）皆さんどうですか。何か疑問点はないですか。よろしいでしょうか。 

・報告第１号 平成 23 年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算について 

 （報告第１号について全員一致で承認された。） 

 

（２）報告第２号 林道「三国塚線」開設工事について 

（事務局説明）平面図の１で、左側の赤い部分ナンバー０で三国塚線の起点側です。そこから平面図１

の赤い部分まではコンクリート舗装が完了しています。次の平面図２の濃い緑と薄い緑の所、平成 22

年度は林道の開設で、先ほどの説明で起点からここまで約 700ｍの工事が完了しています。コンクリー

ト舗装については 700ｍのうちの約 340ｍが完了しています。平成 23 年度の予定は現段階で林道の開設

は140ｍを予定しています。コンクリート舗装につきましては平成22年度の残りの360ｍと本年度の140

ｍの 500ｍを予定しています。写真の①起点の入口ですが、そこから順次、側点を決めて撮影しました。

写真番号⑨までがコンクリート舗装が完了しています。ナンバー17 ということで 340ｍ分が完成してい

ます。写真番号⑯が平成 22 年度の開設工事を行いました終点です。ここが 700ｍの始点となります。本

年度はナンバー35 から 140ｍ開設するのと、先ほどコンクリート舗装がナンバー17 で終わっているので

その分をあわせて舗装をする計画をしています。このあと現場で本庁農村整備課より説明があると思い

ます。 

（島井会長）23 年度の予定は市で予算化されていますか。 

（事務局回答）23 年度分については、開設の分で予算化されています。 

（島井会長）こちらの出費はどうですか。 

（事務局回答）その分については、現段階では本庁からの明細書は届いていないので、今後必要になっ

てくると思います。 

（委員）ナンバー17 以降の 23 年度事業にかかるまで、舗装関係するまで今開設してある所の土が流れ

るのはどうですか。 

（事務局回答）現場は土になっていて山側は側溝を入れてあり、谷側は土間になっている状態です。土

砂流失の防止策という形で一部してあるところがあり、写真⑮側点 33 で土砂の流失を防ぐことと、所々

横断も何箇所かありますが、現場がご指摘のとおり土のままということです。 

（事務局回答）今日行っていただいたらこの間かなり降ったので状況がつかめるので、心配な部分につ

いては今度の予算の中でいろいろ考えてもらうような動きもしています。 

（村主看守人）今、心配されるのは写真⑰盛り土ですね。耐用年数 30 年ぐらいなので下が林道が走っ

ていて危ない。将来、砂防堰堤に補強してもらわないと一番ネックになっています。 

（島井会長）この間見せてもらってコンクリート舗装した所でも集中豪雨がきたらこの側溝でもつのか

な。逆に外側へいった土手も崩れるような感じを受けました。大きな側溝ではなくＬ字溝なので水を取

らないような気がしました。報告いただきましたが何か質問ございませんか。 

（島井会長）一応現地を見てもらうということもありますので、その他の飛島建設㈱ゴルフ場開発農地

にかかる植林事業についての説明をお願いします。 

（報告第２号について全員一致で承認された。） 
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（１） 飛島建設㈱ゴルフ場開発農地にかかる植林事業について 

（事務局説明）飛島建設㈱ゴルフ場開発は取りやめましたが、現在農地です。ここへ植林事業をします。

概要を説明します。ゴルフ場開発を取りやめた結果、山林所有者は有限会社三菱です。農地は現状のま

まで、かなり荒れています。その農地について飛島建設の私有で、この農地へ植林をして農地を施業し

たいということで、飛島建設が作業に取り掛かっていますのでその状況について説明します。開発の取

りやめ関係についての経緯は、ゴルフ場開発の許可は、平成８年３月 29 日三重県知事が許可していま

す。ゴルフ場開発を取り下げたのは平成 16 年５月 27 日三重県知事が受理しました。平成 23 年２月か

ら現在にいたるまでの概要を説明させていただきます。平成 23 年２月 16 日に飛島建設が来庁して挨拶

代わりでこのようなことをしたいということでした。内容はゴルフ場開発区域内の農地へ植林をしたい

ということと、３月中には植林事業の計画書を東海農政局へ申請して９月頃には植林をしていくという

ことを聞きました。３月１日にそういうことであれば確認する必要があるので東海農政局に行きました。

東海農政局の確認事項はゴルフ場開発を目的として農地転用を許可しているので、ゴルフ場に替わる開

発をして農地を転用するというのが原則。しないのであれば元の地権者に返しなさいと言われました。

ゴルフ場の開発にかわるべき事業というのはいろいろな事業を考えられますが、植林事業も一つの事業

であると考えています。当該地域内の農地は崩壊地化しているのが一点で、農地に該当しませんので植

林するについてはやむを得ないという判断をしています。植林事業はゴルフ場にかわる新たな事業にな

るので、事業計画書の提出が必要となります。この計画書を東海農政局が受理することについては地元

の承諾を得ているのが前提です。以上４点を確認しています。４月６日に飛島建設が来庁しました。ゴ

ルフ場の開発の取り下げ時に伴う協議事項と経緯についてはいろいろありありましたが、取り下げ時に

は、島ヶ原村役場と地元と協議しながら理解を得て了承を得ているのでゴルフ場の開発に伴うものはこ

の時に解決済みであると説明をされました。事業計画書について説明をうけ内容については東海農政局

に説明をして、うち内の承諾を得ている。産業廃棄物処理施設等の設置に関しては開発許可等の法的な

規制がかかるので、許認可が必要になります。産業廃棄物の処理施設については、産業廃棄物になるも

のが出来やすくなるということに伴って住民の方からご指摘をされています。それに対する法的な規制

がかかる。その時の支所の要請ですが新たに植林事業を実施するについては飛島建設が当事者として、

責任をもって住民に理解を求めてもらい承諾を得て下さい。事業によって支障となることについては、

調査、確認し報告ということです。5月 10 日に来庁されて、植林について具体的な計画の説明を受けま

した。島ヶ原支所としては、まちづくり協議会に相談して関係区長に説明をして理解を求め住民の理解

を得なさいということ。それに対する回答ですが、そのようにさせていただくという回答を得ました。

飛島建設の事業計画書ですが、事業区域の面積、田畑を処分する。行程表ですが 5月下旬から具体的に

入っていくということですが、 近話をして 5 月 10 日に具体的な説明はなかったが、支所へ内容を説

明して東海農政局へ行く必要があるということで行程については、再度煮詰めた行程があると思います。

いろいろな権利がありますが、そういったものは一切ないということです。今後飛島に対して廃棄施設

は絶対だめで、農地全体についても再調査する。支障を与えるところについては、注意をということを

指摘させていただく。以上です。 

（事務局説明）補足で５月 31 日に区長に今までの経緯と植林の計画をして、それについて地域の意見

を聞いて、島ヶ原を一本化した中で飛島と要望があればやっていく。区長と行政側の今までの経緯につ

いて先に決めてから、飛島と区長と話をしてもらえばと思っています。 

（島井会長）ここの区長は奥村、中村、町ですか。 
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（事務局回答）全区長に知ってもらうほうがいいと思います。 

（委員）飛島の持っていたゴルフ場の計画用地の中で、山林関係を、三菱に売り農地だけ残っているの

で、山林転用して山林になれば売ろうと思っているのかも・・・ 

（事務局回答）多分そうだと思います。直接売るとは言っていませんが。 

（島井会長）移転届は終わっていますか。 

（事務局回答）東海農政局がゴルフ場を認めた時点で飛島が取得していますが、仮登記です。 

（島井会長）取得ではなく、仮登記です。確認してください。 

（事務局回答）確認をします。支所として住民の意向を聞いてもらえるような形の場としてもらいたい。 

（委員）農地の転用は仕方ないとしても、市道になっている所については売られては困るので、植林の

場合条件をつけてはどうか。 

（事務局回答）こちらが思っているのは、柿、栗等植えて住民の方が採りにいけるような形でどうか。 

（島井会長）先ほどの説明では子供にも危ないので、そこのところをはっきりさせてもらいたい。危険

な所を作ってもらっては困る。 

（事務局回答）今まで管理もせずに植林をし、法的に問題もなく東海農政局が言っていた。それでは地

域として困るので地域に相談してください。 

（島井会長）計画書では時期と地域の色分けだけなので、どのような樹種とかを示してほしいと思いま

す。 

（事務局回答）できるだけ区長の意見を集約したいと思います。 

（委員）覚書をとればいいと思います。 

（島井会長）区長会の説明を主にしてもらってください。 

 （全員一致で同意。） 

 

（２） 財産区有林の状況（現地視察の日程等）について 

（島井会長）財産区有林の状況で現地視察について説明をお願いします。 

（事務局説明）財産区有林がどのような状況か概略を説明させていただきます。北部山林 210ha、中部

山林 35ha で飛島の区域内の雑木林で放置されています。南部は 165ha のうちの島ヶ原カントリー126ha

で残り約 40ha 余りは環境創造事業ということで伊賀市が担当していて計画的に平成 35 年までの間、除

伐と間伐です。北部山林 210ha ありますが、一番主要な北部山林を見ていただけたらと考えています。

東側の滋賀県側から入っていただき頂上を縦断するようなかっこうで奥田地先で終了という順序です。

決めていただきたいのはこれで行くのかということと、時期をどうするかということです。 

（島井会長）提案して頂いていますが、住民の方にも財産を知ってもらいたいということもあります。

出来るだけ希望者を募り住民の方も、提案させてもらいました。この距離が何時間かかるのかというこ

とがありますので、村主さんどうですか。 

（村主看守人）歩くだけなら、一日ぐらいと思います。 

（島井会長）時間の関係もありますので、どうですか。 

（村主看守人）財産区の委員で下見はどうですか。 

（事務局回答）10 月ぐらいまでで日程を調整します。 

（島井会長）次回の管理会ということでお願いします。 

（全員一致で同意。） 
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（３） 財産区有林土地加工工事（キンキパートナーズ）の完了について 

（島井会長）財産区有林土地加工工事キンキパートナーズについての報告お願いします。 

（事務局報告）３月 18 日に工事が完了したので確認してくださいと要請があり、完了報告書が提出さ

れました。現地へ出かけて確認をしました。赤松を植える計画をしていましたので赤松を植林してあり

ます。 

（島井会長）何か質問ありますか。よろしいでしょうか。以上で本日の管理会を終了させていただきま

す。 

（全員が承認。） 

 

 

 

以上 
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