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平成２５年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理会議事録 

 

開催日時    平成２５年１０月３０日（水）午後１時３０分から午後２時３０分 

出 席 者    管理会会長、副会長、委員３名 

        村主山林管守人 

        島ヶ原支所長、振興課長、森岡主幹、坂本嘱託員、山本臨時職員 

        エナジーＪＡＰＡＮ（株）７名 

 

１．開会 振興課長 

定刻でございますので、只今から平成２５年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理会を開

会いたします。なお、委員２名の欠席を聞いておりますが、管理会条例第７条の規定に

よりまして、４名以上の出席をいただいておりますので会議が成立しております。会議

次第２の会長あいさつよろしくお願いいたします。 

 

２．風隼会長あいさつ 

それでは着席のまま失礼いたします。皆さんこんにちは、ようやく秋らしい気候にな 

ってまいりましたが、今年の夏は地球温暖化の影響で高温の日が続きまして、全国で熱

中症騒ぎが多発しました。また、海水温の異常な上昇から台風の発生が多く、取り分け

１８号と２６号の影響により、各地で河川の氾濫や土砂災害が発生いたしまして、大き

な被害をもたらしました。ご案内のように伊賀市では、河川の氾濫による家屋の浸水や

道路の損壊が相次ぎました。島ヶ原地域では、実効雨量２４０ミリを超える雨量を観測

いたしまして、市道及び農地・農道の水没、陥没河川堤防の損壊が一部ございましたが、

大規模なものではなく、安堵しているところでございます。本日の会議は、本年度２回

目の管理会議ということでございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

以上です。 

 

３．支所長あいさつ 

失礼いたします。改めまして委員のみなさん方こんにちは。本日は、大変お忙しいと

ころ平成２５年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理会を開催いたしましたところ、ご出席

賜りまして誠に有難うございます。平素は、伊賀市行政全般に亘りまして、特に島ヶ原

支所業務に対しまして、ご理解とご協力をいただいておりますことにつきまして、この

場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。 

さて、本日提出させていただきます案件につきましては、報告事項が２件、同意事項

が１件、その他の項で１件でございます。この後担当からご説明させていただきますの

で、ご審議のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。いずれにいたしましても、

大変お忙しい中ご出席いただきましたことにお礼申し上げ大変簡単ではございますけれ



2 

 

ども開会に際しましてのあいさつとさせていだきます。本日は本当にご苦労さまでござ

います。 

 

（事務局） これより議事に入るわけですが、議事の進行につきましては、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、風隼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） これより会議を進めさせていただきます。委員の皆様には、議事の円滑な

進行につきまして、ご協力をお願い申し上げます。先程司会者から申し上げ

ましたように、本日の出席委員は５名で管理会条例第７条によりまして、こ

の会議は成立いたしておりますので、ご承知願いたいと思います。 

       なお、本日の管理会に説明のため森林管守人の村主さんの出席をいただい

ております。 

       次に、会議次第４の会議録署名委員の指名ですが、会議録に署名いただく

二人の方を私からご指名申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

大変恐縮ですが、十代委員さんと奥永委員さんにお願いいたしたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。後日会議録の署名をよろしくお願いいた

します。 

 

５，議事 

（報告事項）それでは議事に入らせていただきます。報告第１号南部財産区内における要

望事項の進捗について、事務局から説明をお願いします。 

（１）報告第１号 南部財産区内における要望事項について 

（事務局）  第１回の管理会におきまして、キンキパートナーズ（株）から南部財産区

の土地を買収あるいは貸付をお願いしたいということで要望がありました。

これについてキンキパートナーズと協議をさせていただいて、とりあえず売

買は無理だと考えられますので、貸付ということで検討させていただきまし

た。それに伴いまして貸付料を算定する必要がありますので、課税課に仮評

価額を出してもらい、これに基づき貸付料を算定いたしましたのが資料１の

①です。キンキパートナーズに貸付料、砕石敷き駐車場１８５円／㎡、アス

ファルト舗装駐車場２３８円／㎡となりますが、これで検討をしてくれるよ

う連絡してありましたが、この返事が１０月２４日に来所され少し高いので

何とかという話が出たのですが、それについては、こちらでは即答できない、

不動産鑑定をし、新しく評価額を出してそれで算定するしかないが、それに

よって下がることもあるが、さらに高くなることもあると返答いたしました。
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これの回答が電話で２８日にあり、財産区さんに提示していただいた、貸付

料１８５円ないし２３８円の単価で会社内において検討していきますという

ことで返事がありました。キンキパートナーズとしては、駐車場を砕石敷き

駐車場、アスファルト舗装駐車場どちらにするのかは、今のところ結論が出

ていないが、この提示してある金額で一応貸し付けをして貰えるように話を

進めて行くということでしたので現時点での報告といたします。 

（風隼会長） 只今の報告に対して何か質問等ございませんか。 

（風隼会長） 貸付単価がこれで良しとした場合、工事が始まるとすると財産区有林の樹

木伐採等おおよそのタイムスケジュール等の計画はされているのですか。 

（事務局）  確認いたしましたが、伐採、造成等の計画については、まだ計画はないと

いうことでした。前回の管理会で設計に対する測量については、ご理解を得

たということで、測量については、許可しています。測量から設計に入って

開発面積が９，０００㎡～１０，０００㎡になりますので、県、市都市計画

の開発協議が必要になってきますことからその期間が半年から１年くらいか

かることもあり、実際の工事着工については５年くらいかかることもあり今

のところ未定です。 

（風隼会長） はい分かりました。今承りましたようにかなりタイムラグがあり、財産区

としても喫緊の問題ではないと、半年、１年の範囲内の問題ではないと理解

しておいてよろしいですね。 

（事務局）  はい、そうですが、測量だけ入ると理解しておいて下さい。 

（事務局）  貸付価格ですが、実際の貸付がかなり先になりますが、その時点での土地

の評価額を改めて出して算定することになりますのでご承知いただきたいと

思います。 

（風隼会長） この価格は現時点の評価額であって、これから先消費税も変わりますし、

地価の変動もありますから、その時点での評価額で貸付料を算定するという

ことですね。他に質問も無いようですので次の報告第２号島ヶ原財産区繰出

金及び基金の使途についてに入ります。 

 

（２）報告第２号 島ヶ原財産区繰出金及び基金の使途について 

         （まちづくり協議会からの回答について） 

（風隼会長） それでは事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局）  資料２の①として添付してありますが、５月１４日付けで会長名でまちづ

くり協議会に繰出金及び基金の使途についての意見聴取についての依頼文を

出させていただきました。それの回答が９月３０日付けであったわけですが、

それまでの間、３回程度検討委員会に参加させていただき、検討委員さんの

生の声を聞かせていただきました。その中で出て来たのがやはり今すぐ何か
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に使えたらという意見が大勢を占めていました。しかし、今すぐ使えるとな

ると基金よりも行政が直接対応できる繰出金の方で検討していただいた方が

いいのではないかという意見も言わさせていただき、検討を重ねていただき

ました。当面今直ぐ答えが欲しいのは、島ヶ原会館耐震工事についてですが、

設計業務委託を本年度発注してあります。それが終われば来年それに基づい

て耐震補強工事を行います。それの負担金の支出について繰出金として出し

てもいいという回答をいただいたと理解しています。あと、基金を使って健

康福祉なり島ヶ原自体の事業に使うことに関しましては、その問題が生じた

時に、検討して行く案件だと考えておりますし、道路維持とかの費用につい

ては、行政の方で対応して、財産区からの資金は、出さなくて済むように考

えて行きたいと思っておりますので、まちづくり協議会としては、そういう

部分をなるべく早く修繕して欲しいという意向もあろうかと思うのですが、

そのへんは少し我慢していただいて、最終的には、下水道が何年か後には改

修等も出てきますので、この時の地元負担金が必ず発生しますので、そのよ

うな事も考えて残しておくことも必要ではないでしょうか。という提案をさ

せていただきまして、すぐに使うお金は耐震補強だけということでとりまと

めさせていただきご理解いただきたいと思います。 

（風隼会長） ちょっと補足させていただきます。本事案につきましては、管理会会長名

でまちづくり協議会会長宛に意見聴取を求めた背景というのは、財産区の財

産は島ヶ原地域住民の全体のものでありますから、このまちづくり協議会に

は、８区の区長さんも区長委員会に入いられておるということで、広く住民

の意見等を聴取した中で、管理運営について誤りなきを喫したいということ

から意見を求めたというのが背景であります。それにつきましてまちづくり

協議会では、１０名を選抜いたしまして、特別委員会を立ち上げまして、数

次に及ぶ会議を開いて口角泡を飛ばしながら議論をしていただきました。最

終的な取りまとめにつきましては、先程の説明のとおりでありますが、かい

つまんで申し上げますと、基金については、条件付きで利用してもよろしい

かなあと、特別会計については、概ね１０名中９名の方がよろしいというよ

うな意見であったように記憶いたしております。そういう意味から本日提案

されるでありましょう島ヶ原会館耐震補強工事等の繰出金につきまして、予

算措置をしていただいておるのではないかと思われますので、この件につき

まして特別に何かご質問がございましたら拝聴いたしたいと思いますが、概

ね地域の住民は、そのような意見であるということを補足させていただきた

いと思います。よろしいですか。それでは次に進めさせていただきます。 

       それでは、次に同意事項であります、議案第１号の平成２６年度伊賀市島

ヶ原財産区特別会計当初予算要求についてを議題といたします。事務局から
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説明いただきたいと思います。 

 

（同意事項） 

議案第１号 平成２６年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予算要求について 

（事務局） それでは只今議案となりました、議案第１号平成２６年度島ヶ原財産区特別 

会計当初予算要求について説明させていただきます。資料３の１ページをご覧 

下さい。歳入からご説明申し上げます。第１款財産収入、第１項財産運用収入 

第１目財産貸付収入では、土地貸付収入２７，３１３，０００円で、この内訳 

につきましては、ゴルフ場用地貸付料、工場用用地貸付料でございます。第２ 

目利子及び配当金では、基金利子３７９，０００円を計上しております。次に 

第２款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金では、１００，０００円を計上い 

たしております。第３項諸収入、第１項預金利子、第１目預金利子では、７５， 

０００円を見込み歳入合計を２７，８６７，０００円といたしております。次 

に歳出についてご説明申し上げますので、次のページをご覧下さい。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費では、１７，８２９， 

０００円を計上いたしております。この内訳につきましては、適用欄記載のと 

おりですが、その主なものは報酬では、管理会委員７名の報酬２３０，０００ 

円と嘱託職員１名の報酬１，２４８，０００円を合わせまして、１，４７８， 

０００円を、共済費では嘱託員１名及び作業員４名分の労働災害保険料として、 

１７，０００円を、賃金では事務補助員賃金１名分１，０１６，０００円と作 

業員賃金１名分９９０，０００円を合わせまして２，００６，０００円を、報 

償費では法律相談謝礼として２４０，０００円を、財産区基金積立金では７， 

１６９，０００円を、一般会計繰出金では三国塚林道開設工事負担金１，１２ 

３，５００円、三国塚林道事業償還金３４３，８００円、島ヶ原会館耐震事業 

分５，１５７，０００円、台風１８号による奥田地内の道路災害復旧工事負担 

金２００，０００円を合わせまして、６，８２５，０００円が一般会計繰出金 

となっております。なお、公有林整備事業債償還金は、平成２５年度を以って 

償還終了となります。三国塚林道開設工事負担金については、資料３の①をご 

覧ください。事業費３２，１００，０００円から国と県の補助金を差し引いた 

市の負担金額１１，２３５，０００円の１０％１，１２３，５００円となって 

おります。島ヶ原会館耐震事業費につきましては、資料３の②をご覧ください。 

工事費につきましては、耐震補強工事、屋根防水改修工事、便所改修工事、内 

装改修工事を合わせまして、１０２，８５７，０００円となり、繰出金につい 

ては、この額から社会資本整備総合交付金と合併特例債金額を差し引いた額５， 

１５７，０００円となっております。続いて１８号台風によります奥田地内の 

道路災害復旧工事負担金につきましては、事業費の１０％ということで、工事 
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箇所につきましては、資料３の③のとおりでございます。今後事業実施時にお 

いて、事業費につきましては実施設計及び入札等の関係で変更となり、一般会 

計繰出金額が変わる場合がありますのでご了解をお願いいたします。次に歳出 

の２ページをご覧いただきたいと思います。 

 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では、９，９２ 

８，０００円を計上いたしております。その内訳の主なものは、作業員賃金で 

は、３名の３，４２５，０００円を、報償費では境界確認立会謝礼として１２ 

０，０００円を、委託料では財産区有林整備業務委託料２，０００，０００円 

と財産区境界確定業務委託料３，２００，０００円を合わせまして５，２００， 

０００円でございます。次に第３款公債費、第１項公債費、第１目一時借入金 

利子では、１０，０００円を、また、第４款予備費、第１項予備費、第１目予 

備費では、１００，０００円を計上し、歳出合計を２７，８６７，０００円と 

いたしております。 

以上で議案第１号平成２６年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計当初予算要求に 

ついての説明とさせていただきます。よろしくご討議賜りますようお願いいた

します。なお、ご同意いただきました後は、市長査定を済ませまして平成２６

年伊賀市市議会の３月議会に上程いたします。 

（風隼会長）只今の説明に対しまして、ご質問ございませんでしょうか。 

      歳出１ページの下欄ですけども、島ヶ原会館耐震事業分５，１５７，０００

円となってますね。総事業費１０２，８５７，０００円からどのように算出

するのですか。 

（事務局）  そのことについて説明いたします。工事費１０２，８５７，０００円でそ

の財源内訳が交付金・地方債で９５％、１００，０００円以下切捨てという

ことで、９７，７００，０００円が交付金、地方債の合計額となります。あ

との残額５，１５７，０００円を足しまして、１０２，８５７，０００円に

なります。 

（風隼会長） 約５％が財産区からの繰出金ということですね。 

（事務局）  先程説明させていただいたように、今後入札が行われますと変更が生じる

ということで、ご了解をお願いいたします。 

       それと、参考ですけど、今年度の島ヶ原会館耐震補強工事設計業務委託で

ございますが、ＭＯＲＩ建築設計室、伊賀市小田町ですが、この業者が落札

いたしました。平成２６年３月１日で完了ということになっています。 

（風隼会長） それは予定どおりですね。 

（事務局）  そうです。島ヶ原耐震補強工事設計業務委託契約額につきましては、４，

８７６，０００円で、工期につきましては、平成２５年１０月３日から平成

２６年３月１日となっています。 
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（風隼会長） 皆さん質問ございませんか。 

（菊岡委員） 工事自体が１億ぐらいかかるわけですが、それも今年度出来るのですか。 

（事務局）  今詳細に亘る設計業務を実施しており、それに基づいた耐震補強工事は、

平成２６年度となります。 

（風隼会長） 当初聞いていた金額より少なくなっていますね。 

（事務局）    当初の金額の中には、今やっている設計業務委託料も含んでおりましたが 

現在は分離いたしておりますのでその分少なくなっています。 

（風隼会長） それでは、ご意見等特に無いようでございますので、議案第１号につきま

しては、同意することとしてよろしいでしょうか。 

（委員）   異議なし。 

（風隼会長） それでは、議案第１号は同意されたことといたします。次に会議次第６の

その他事項の中部財産区内における要望事項について、事務局の説明をお願

いいたします。 

６ その他 

中部財産区内における要望事項について 

（事務局）  説明者がきていますのでしばらくお待ち下さい。 

（事務局）  元飛島ゴルフ場予定地において、太陽光発電事業を行いたいという要望が

ありましたので、その提案説明をしていただきます。 

（エナジーＪＡＰＡＮ） 

       本日は、ありがとうございます。私エナジーＪＡＰＡＮの花田と申します。

当社は太陽光発電を中心にしまして、全国で開発のデベロッパーとして資料

の四枚目の会社概要の中で主要取引先サンエジソン、ゲスタンプソーラー、

新日鉄住金物産、コスモ石油販売、ＤＭＭ．ｃｏｍ、大阪ガス、新日鉄住金

物産マテックス、ＰＥＮ ＥＮＥＲＧＹ ＲＥＮＥＷＡＢＬＥＳ、ファース

トソーラーと取引しておりまして、次のページは開発案件といたしまして、

工事を着工しているのは福島県。開発協議中のものもあります。今回お願い

に上がったのは、京都府の南山城村この時の資料で島ヶ原地区もこの中に含

まれている事業計画でございます。今のところ事前協議を役所にもちかけて

いる段階でございます。京都府の南山城側の計画をしていたのですが、関西

電力の受電の枠が一杯になりまして、県境である今日お越しいただいておる、

株式会社三菱さんがお持ちの土地を中心にいたしまして、山城側と島ヶ原地

区側を連携いたしまして、中部電力の方に電力を買い取っていただくという

相談を持ちかけておるところでございます。 

       この計画の中で、財産区様の所有されておる山林を何とかお貸し願えない

かというのが今日のお願いに上がった所存でございます。全体の坪数で、山

城地区で１５０，０００坪、島ヶ原地区で６０，０００坪の事業計画を今の
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ところ考えておるんですが、環境アセスが三重県から２０ヘクタール以上と

いうことで、どうしてもアセスがかかれば２年半から３年という期間はかか

るので、どうしてもアセスは逃れたいと思いますので、２０ヘクタール未満

という計画をたてております。飛島さんのゴルフ場の計画があったので、そ

の当時のアセスを何とかミニアセスの相談ぐらいでうまく利用できれば、あ

と７０，０００坪～１００，０００坪ぐらいまで増やして何とか計画に入れ

たら当社としもありがたいという面積になります。この段階で今２１０，０

００坪約２２０，０００坪なんですが、電力量とすれば４０メガワット即ち

４０，０００キロワットの発電規模を計画しております。４０，０００キロ

ワット、４０メガワットといいますと、一般家庭で１２，０００家庭分の電

力を発電できるぐらいの規模です。何とか財産区さんお持ちの、資料２枚目

の申込書にありますように１０筆を取りあえずお貸し願えたら非常に有難い

のでございます。これには、保安林は一応省いております。 

       賃借金額、坪当たり年間２４０円と少しお安いと思うのですが、これは、

ご存知かと思うのですが、今年の３月３１日までに経済産業省の設備認定を

取っておれば、消費税込みの４２円の売電が確定したんですが、今から申し

込んだら多分一割下がって税込みのワット当たり３７円８０銭の売電価格に

なります。この２４０円というのは、経済産業省が４２円の税込みの時の地

代を３％を基準にしなさいという時の金額が坪当たり２４０円ぐらいの金額

になります。当社といたしましては、なるべくこの値段をキープ出来るよう

にがんばって何とかこの値段でお貸し願えないかお願いしたいと思います。 

       突然で今日初めてでございますので、即答は非常に難しいと思うのですが、

何とか良い方向に考えて頂ければ非常に有難いと思います。何卒よろしくお

願いいたします。 

       あと、少しいいでしょうか、当社の開発関係と近隣の宝測量。事前の相談

を行政に対して持ちかけておる測量設計会社でございます。取りあえず今の

状況を宝さんの方から説明をしていただきます。 

（宝測量設計）今日は皆さんご苦労さんでございます。私共宝測量設計株式会社でこの仕

事をさせていただくことになりまして、今のところこの地区内に関しまして

は、南山城地区に関しましては、ほぼ口頭では了解をいただいておるという

ことになっております。島ヶ原地区に関しましては、三菱さんと財産区の土

地とが含まれており、中身に関しては、島ヶ原地域については、前のゴルフ

場の図面等見させていただいておるんですが、まだ法務局等はまだ調べてお

りません。中身に関しては、そのような状況です。近隣に関しては、声はか

けさせていただいておるんですが、まあそれぐらいの程度です。役所関係に

関しては、開発等の関係もありますので、調査中ですがまだまだ事前調査の
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段階です。よろしくお願い申し上げます。 

（エナジーＪＡＰＡＮ） 

       我々は、開発を全国で売電出来るよう請け負っておりまして、この事業主

候補は最終的には、サンエジソン株式会社、ファーストソーラーこのどちら

かになるように、事前の話を進めております。このサンエジソンは、元々ア

メリカなんですが、本社はスペインにあります。ファーストソーラーは、ア

メリカの会社です。屋根に載せるパネルの生産量は、いまアメリカが世界一

の規模です。これがファーストソーラーでサンエジソンは、二位か三位です。

日本でも結構実績がありまして、次のページの福島県国見の元々営業されて

おったゴルフコースですが、ここで１２．５メガワット、これが１０月着工

で伐採に入っております。これを事業しているのがサンエジソン株式会社で

す。そして申込書の中にですが、諸条件につきましては、別紙土地利用に関

する覚書案というのがございまして、これは他の地権者の山城、島ヶ原地区

以外の場所で、つくばみらいの場所で覚書としてこういう案で当社はさせて

もらっております。これは当然あくまでも案でございますので、もちろんご

相談しながら、もしお貸しいただけるのであればご相談しながら成約までも

っていけたらと思っております。この地代というのは、太陽光事業というの

は、一年間の賃料を次年度分を前年の、例えば４月から借地が発生したら３

月の末までに次年度分を１年間先払いさせていただくという形が、太陽光の

借地契約になっております。月毎にというのは、非常に短いので１年毎に前

払いをさせていただくというのが、だいたい太陽光の借地のあり方です。 

       期間とすれば、ご存知と思いますが、国が２０年間の買取を保証しており

ますので、２０年プラス太陽光発電の設備を撤去する為に１年間、半年ぐら

いで終わるのですが、１年間はプラス借地させていただいて、期間で言えば

２１年間ぐらいにはなると思います。ただ中に当社が行っている中に２０年

後に発電が終わっても、買取価格が当然２０年補償が終わりますので、今で

大体２２、３円ですね、それぐらいの金額になるか、とにかく設備の償却が

終わっておりますので、撤去せんとそのまま置いておいて下さいという所も

あります。そうしたらその売電金額は、土地の所有者の収入になります。撤

去するかそのまま置いておくかは、話し合いになります。 

       何かご質問ございますでしょうか。 

（風隼会長） 比較的、御社は歴史が浅いですね。設立は、２０１１年でまだ２年半ぐら

い。もう１点は、会社概要の中で案件ずっと書かれておりますけれども、現

在完成しているものは、下から２番目の由布市の１．５メガワットだけです

ね。他は着工は、２件で１０月着工ということですから、まだ始まったばか

りということですね。こういう理解でよろしいですね。 
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（エナジー） 小さな規模ですが、ご存知のように３，０００坪から開発がかかったり、

結構開発と事前の相談、土地をまとめてある程度の坪数になって来ますので、

１．５メガでも約９，０００坪あります。なかなかお話して同意をいただい

て、開発をかけるこの期間だけで、２年くらいかかってしまいますので、や

つとここまで辿りついたというのが現状でございます。会長さんのおっしゃ

るとおりでございます。 

（風隼会長） 比較的御社の資本金もそんなに多くない。全国規模のわりには、１，０５

０万円ですね。 

（エナジー） 当社は、土地をいろんな地主の方にお貸し下さいとかお売り下さいという

お話をして、開発の許認可をおろす。電力会社との例えば２，０００キロワ

ットを超えたら鉄塔に繋ぐわけですね、１，９９９までは、６，６００ボル

トの電柱に繋げるわけですが、２，０００キロワットを超えると鉄塔になる

わけです、６６，０００ぐらい通っていますので、それまでの距離を電力会

社と打ち合わせをしたり、発電、売電できるような段取りを全てしておるの

が我々の仕事でございます。事業主の方が、４０メガワットでしたら、造成

費と設備費を入れたら１２０億ぐらい資金がかかるわけで、当然当社は、そ

のような力はございませんので、その段取りをさせていただくというのが、

仕事でございます。 

（管守人）  管守人の立場から質問ですが、島ヶ原地域内には、農地もございますが、

農地転用等許認可の手続きが難しいように思うのですが。南山城側は、どう

なっていますか。 

（エナジー） 南山城側は、転用が済んでいて全て雑種地になっています。図面の中で、

島ヶ原地内２０ｈａ、これは一応三菱さんお持ちのもちろん農地も入ってお

ります。地権者で言えば財産区さんの２名を一応計画しております。農地の

方は、今日のご説明が終われば、飛島建設さんと、本日来ていただいている

大久保さんとは、飛島さんと土地の所有者である三菱さんとの間に入ってそ

の当時からいろいろやってこられた人なので、来月１１月に入ったら農政局

の方にもお伺いしてそのへんの話をさせていただきたいと、この様に考えて

おります。 

（風隼会長） 事務局よろしいですか。いずれにいたしましても、今日の管理会では、何

もできませんので、次回以降の会議の中で行政の方から提案されると思いま

すので、今日のところはこのへんで説明を終えていただきたい。 

（増永支所長）一点だけ、申込書の中に、賃借金額坪当たり年間２４０円とあるのですが、

この金額というのは、借りる方の一方的なもので、一般的にはこのような場

合は、双方の話し合いで決定するものだと思いますが。このように金額を入

れてくるのがおかしいのではないか。これは決まっているのですか。 
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（エナジー） これは決まっておりません。売電金額の３％というのが経済産業省の指針

でございます。一応これでどうでしょうかというご提案で入れさせていただ

きました。事業試算させていただいた中で経済産業省も４２円３７銭で設備

認定の大臣名で判をついて来るわけですけども、基本を３％ぐらいに抑えな

さいと、これより上もあるわけですが、ただできればこれぐらいでお願いし

たいと思います。４２円の３％が２４０円でございまして、現在売電価格が

下がっておりますが、４２円の資金のままの２４０円でお願いできたら一番

有難いと思います。通常いま１割下がって２１円６０銭から２１６円とか１

５０円とかの所もあります。実際のところ連携の距離が５キロあります。連

携１キロ当たり１億円くらいかかります。負担金として電力会社に支払うこ

とになります。そういうこともいろいろ考えて、精一杯の値段で、何とかこ

れを基本で考えていただけたら、あくまでも当社の希望でございまして、で

きる限り頑張りたいと思っております。 

（風隼会長） 事務局それでよろしいですか。それではこれで終わります。 

（エナジー） 有難うございました。ちなみに、第３回は、いつ頃開かれるのでしょうか。 

（事務局）  年明けになります。 

（エナジー） 有難うございました。何卒よろしくお願いいたします。 

（風隼会長） その他でもう１件あります。事務局の説明をお願いいたします。 

 

財産区南部林散策会について 

（事務局）  その他もう１件ございます。１０月２０日に予定しておりました財産区南

部林散策会が雨天のため延期になりました。ご存知のとおりこれは、まちづ

くり協議会とタイアップしております関係から、先日その日程について、ま

ちづくり協議会の産業生活部会と協議をした結果、１２月１５日に実施をし

ようということになりました。１０月２０日の参加申し込み者が２４名ござ

いましたので、１２月１５日も同じくらいの参加者を予定しております。こ

の南部林の歩くコースなんですが、村主さんと山林作業員さんに道を作って

いただいて、歩けるようにはなっておるんですが、粘土地で滑りやすくなっ

ておりますので階段をつけていただいたりしております。なるべく歩きやす

くしていただいておりますが、雪が降って雪解けとなりますと歩きにくくな

りますので、状況等みはからって検討したいと思います。取り敢えずは１２

月１５日に決定いたしまして、産業生活部会の方から通知が回覧されること

になっています。財産区といたしましては、再度皆さん方に通知を出させて

いただきますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。以上でございま

す。 
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（風隼会長） ありがとうございました。以上で本管理会に付議されました案件は終了い

たしました。これを持ちまして平成２５年度第２回伊賀市島ヶ原財産区管理

会閉会いたします。本日は大変ご苦労様でした。 

（事務局）  長時間の審議誠に有難うございました。これをもちまして平成２５年度第

２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。 

 

平成２５年１１月２７日 

 

議事録署名 

（会  長）                                 

 

（署名委員）                                 

 

（署名委員）                                 

 


